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は じ め に

　私ども、財団法人健康・生きがい開発財団は、平成３年（１９９１）年に厚生

省（現厚生労働省）から許可を受け、健康生きがいづくりを支援する人材の養成

事業をはじめ、中高年齢者の福祉の向上に役立つ各種事業を行うことを目的とし

て設立いたしました。

　私どもの養成する人材「健康生きがいづくりアドバイザー」は、全国で４，６００

名を超えており、行政機関や団体、職場または地域などにおいて、中高年の方々に対

し「健康と生きがい」をキーワードに相談、助言、情報提供等によって活躍しており

ます。

　今回、平成２１年度事業として、独立行政法人福祉医療機構の長寿・子育て・

障害者基金助成金により、「団塊世代の地域再生ボランティア養成事業」を実施い

たしました。

　具体的には、健康生きがいづくりアドバイザー等により調査研究委員会を設置

し、団塊世代の地域再生ボランティアの養成をするための講座等の企画を行いま

した。

　次にその企画を基に、全国１０地域において、実際に団塊世代の地域再生ボラ

ンティアを養成するための講座等を、健康生きがいづくりアドバイザーの地域組

織や大学等の運営協力をいただきながら、実施しました。

　この１０地域において実施した講座等の結果をまとめたのが、本報告書であり

ます。

　最後に、本事業の実施にあたりまして、講座等の企画・検討にご協力いただき

ました各委員の皆さま、実際に講座等の運営にたずさわり、たいへんなご尽力を

いただきました各地域のアドバイザーの皆さまや、久留米大学など関係の皆さま

に御礼を申し上げると共に、本報告書が今後、関係の皆さまに団塊世代に対する

さまざまな事業や地域再生につながるボランティア活動の促進等の事業を展開さ

れる際に、広く活用されることを期待します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 22 年 3 月

財団法人健康・生きがい開発財団

理事長　　辻　　哲　夫
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１．事業の目的
　子育て・福祉・健康・環境とさまざまな課題を解決するには、行政や企業と協働できる地域の力

が必要である。特に地域には、団塊の世代という大きな資産がある。彼らは、なにか地域のために

やってみたいと思っているが、そのきっかけや情報が与えられていないために、活動に至っていない。

｢制度の谷間｣ と「住民の自己実現意欲の高まり」への動き（地域における「新たな支えあい」を求

めて H.20.03 ）を、団塊の世代が地域活動に担っていくことは、いずれ喫緊の課題となる。

　この世代による地域活動の準備段階と積極的活動のプログラム開発とその検証を目的とする。積

極的な活動をしている１, １００名の健康生きがいづくりアドバイザーを軸とし、地域個々の課題か

ら機会発見、プログラムの策定・実施・検証をする。

２．事業の内容
１）団塊世代の地域再生ボランティア養成講座の開催（１０ヵ所）

①開催目的：地域コミュニティの再生を目指す団塊の世代のボランティアを養成するため。

②開催日：平成２２年１月〜２２年３月

③開催場所：北海道、東京都、神奈川県（３回）、愛知県、滋賀県、奈良県、兵庫県、福岡県

④参加対象人数：団塊の世代を対象に各会場３０人程度

⑤参加費：無料

２）調査研究委員会の設置

①設置目的

　 　講座の実施内容について検討する。地域コミュニティ再生と団塊の世代のボランティア活動と

いう視点から調査・分析を行い、新たな地域コミュニティ再生への効果、影響、課題を明らかにし、

団塊世代の地域再生ボランティアのモデル等を提案する。 

 

Ⅰ　事業の概要
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② 委員構成（各会場で４名を予定）

　各地域の健康生きがいづくりアドバイザー等各３〜４名

③開催

　開催場所は、北海道、関東（２ヵ所）、中部・東海、近畿（２ヵ所）、九州の７地域　

３）報告書の作成及び配布

　養成講座等の成果及び委員会での調査研究結果を報告書としてまとめる。

①印刷部数：２，２００部

②配布箇所：都道府県、市区町村の関係部署　２，０００ヵ所

 

Ⅰ　事業の概要
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団塊の世代地域デビュー応援講座　
「生きがいづくりが地域づくりに」

　　　　　　　健康すこやか十勝

１．事業の目的
　いよいよ到来した「超高齢社会」。社会情勢は急激に変化しているが、個々には定年を迎えた後の

生きがいづくりや生活の基本について暗中模索の状況が続いている。特に「団塊の世代」といわれ

る人口比率では最も大きな割合を占める世代が定年を迎え、ボランティアを含めた生きがいづくり

に悪戦苦闘しているのが現実である。また、会社人間の筆頭ともいわれるだけに、家族関係の変化

に気づいていない方も多い。その団塊の世代やボランティアに踏み切れない人たち、悩んでいる人

たちの一つの指針となるようこの講座を企画した。受講対象も団塊の世代のみならずボランティア

に興味がある方を対象とする。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体との連携
　十勝地区、特に帯広の健康生きがいづくりアドバイザー集団「健康すこやか十勝」が中心となり、

生涯学習の観点から帯広市教育委員会、ボランティア活動の視点から帯広市社会福祉協議会、定年

というキーワードから帯広商工会議所の後援を受け、PR にも協力を願った。（例として帯広市社会

福祉関連者の新年交礼会でのチラシ配付他）また、ボランティアセンター、各種の団体、商工会議

所関連の企業等へチラシを送付し、PR に協力を願った。特に、商工会議所では、定年間近の人たち（40

代〜 50 代）を対象にこういった講座を考えたいという申し出もあった。

　その他、地域のミニコミ紙や市の広報など掲載無料のもの、ＦＭ放送などでも積極的にＰＲに協

力してくれた。

Ⅱ　養成講座の実施報告
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３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年1月23日（土）24日（日）午後 1 時〜午後 5 時

２）実施場所：帯広市西 5 条南 19 丁目「北海道ホテル」にて

３）事業の対象

　    団塊の世代前後の年齢の方、及び、生きがいづくりに興味がある方を対象とした。

　    1月23日（土）午後 1 時〜午後 5 時　受講者 24 名

　    1月24日（日）午後 1 時〜午後 5 時　受講者 22 名

４）事業の内容

第１日（１月２３日）

「ボランティアの基本」〜生きがいづくりについて

「楽しい人間関係の構築〜自分を磨くために

講師：健康生きがいづくりアドバイザー　窪田　稔

　申込者は３１名だったが、２日間に渡ったため、片方しか出られない、初日は奥さん、二日目は

ご主人、また友達同士で片方ずつ受講し、情報を共有するという方もいた。残念ながら急用で、急

遽片方だけになった方もおり、結果、上記の参加数になった。

　初日は、健康生きがいづくりアドバイザーの窪田　稔が講師となり、主として机上の勉強になった。

先ず超高齢社会の現状と自分の為のボランティア活動について勉強し、次に交流分析から「ＯＫグ

ラム」「エゴグラム」といった自己診断テストを実施し、現在の対人関係のスタンスや真の自分を再

発見するという作業を行った。

　こういう講座に参加してくれるだけあり「他者肯定自己肯定型」の方が多かったが、中には「他

Ⅱ　養成講座の実施報告
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第２日（１月２４日）

「地域参加とコミュニティ」〜自分発見・自己開発

「ボランティア活動の実際」〜分野別内容

講師：健康生きがいづくりアドバイザー　千葉　養子

　２日目は健康生きがいづくりアドバイザーの千葉　養子が講師となり、アイスブレーキングを主

体とし、参加者の交流を深めるところに主眼を置き、実施した。新しい各種の手法に照れ笑いしな

がらも積極的に参加し、笑いの中に新しい人間関係を構築した。その後１５分の休憩を取ったが、2

日目だけに各所に新しい交流が見られた。

　休憩の後は、多岐に渡るボランティア活動の説明や、参加の仕方、ＮＰＯの説明などを勉強し、

実際に活動している受講者の体験や悩みなども全体で考える時間を取った。最後には、われわれ主

管者が紙芝居を上演したが、誰でも気軽に出来ることで大人でも感動するということを再認識して

もらった。

者肯定自己否定」の人もおり、自分を好きになり人間を好きになる必要性を感じてくれた。さらには、

意外な自分の姿や、あまりに当たるテスト結果（性格診断）を驚いたり納得したりと、終始和やか

に笑いに包まれて進行した。その後１５分の休憩を取ったが、休憩中も周囲との会話が目についた。

　休憩後は講師を反面教師として生きがいづくりの必要性、家族関係の変化から発生する種々の問

題への対応、講師の活動の分析や実際の活動の中での楽しいエピソードなどを披露した。また、地

域活動の昔と今、そして問題点などを勉強した。

Ⅱ　養成講座の実施報告
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　受講後感想を書いてもらったが、初日に書いて貰わなかったので２日目のみとなったのが残念だ

った。しかし、両日受けた方も多く、両日について書いて方も多くあった。

　これは休憩中の雑談などで確認していったのだが、やはり 4 時間というのは長いという声が多か

ったようである。しかし、両日とも途中退席は無く、楽しかったという感想に終始した。

Ⅱ　養成講座の実施報告



7

４．事後評価
　せめて半分は男性をと願ったが３３％に止まり、そこが残念であった。しかし、ボランティアに

目覚めた方や踏み出したが悩んでいた方なども多く、大変な勉強となったり、ふっきれたという声

が多かった。特に団塊の世代で、御夫婦で参加した方もおり、夫婦の話題が増えたと喜ばれた。１

日目の机上教育の中では、性格診断や家族関係の変化に興味を示し、自分自身を見直すきっかけと

なったようだ。今後もこういう講座があれば、受講したいという声も多かった。　　　　　　

　中には、社会福祉協議会や行政主体の講座はマンネリ化しており、民間レベルでの講座なので新

鮮さを感じて、受講したという声も多くあった。また、子ども達の為にも地域活動が重要である、

という認識を再確認し地域活動に参加したいという声もあった。

　２日目には、アイスブレーキングを中心にして参加者の交流を深め、新たなる人間関係ができ、

また新たなる手法を学び、たいへん喜ばれた。最後に紙芝居の上演を行ったが、「新鮮でいい」とい

う声も多く、自分たちでも気楽にできるという確認ができた。結果として次のような成果が得られた。

・ボランティア活動というのは無理せず、自分の存在感を確保し、気楽に参加するという認識に立っ

　てもらえたと思う。

・地域（町内）内での活動を見直し、参加していく方も増加したと思う。

・現在の活動を得心し、さらに発展させていく自信につながったと思う。

・現在活動中の方もおり、新しい協力関係が構築されていくと考える。

５．今後の課題と展望
　今後の課題としては、受講者の拡大と機会の提供であるが、民間レベルでは非常に難しい。

それは経費的な問題が全てと言ってもいい。ボランティアの基本である無償性はいいが、持ち出し

までして、こういう企画は無理と考える（自分が好きな事へ持ち出すのはいいが）。

　また、本当の初心者のみの講座も必要と思うが、踏み出すきっかけ作りが課題である。今回のよ

うな機会をとらえ、ユニークで斬新な発想が求められると思う。これは現在行われている社協や自

治体企画のボランティア養成講座にも言える事であり、我々が関係する団体に働きかけ、企画の段

階から参加する必要性を感じる。

　最後になるが、「ボランティアの養成」という視点よりも、「生きがいづくり」のような個のメリ

ットにつながる視点の方が参加しやすいだろうと考える。

Ⅱ　養成講座の実施報告
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Ⅱ　養成講座の実施報告

地域活動リフレッシュセミナー　
「明るい未来へ、求められる担い手」

　　　　　東京健康生きがいづくりアドバイザー協議会他

１．事業の目的
　セカンドステージのシニアの活動を学んだ「健康生きがいづくりアドバイザー」ほか地域活動経

験者が、もう一度ヒントや糸口をつかみ地域ボランティア活動に取り組む気概をもつ。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
主催：財団法人健康・生きがい開発財団

主管：東京健康生きがいづくりアドバイザー協議会

　　　生きがい世田谷の会

　　　豊島健康生きがいづくりアドバイザー協議会

　　　練馬２１くらぶ

　　　新宿ライフデザイン研究会

　　　文京健生

　　　健生しながわ

　　　中央区生きがい活動支援室メンバー

　　　東京ディスコン推進協議会メンバー

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 3月7日（日）10 時〜17 時

２）実施場所：文京シビックセンター・シルバーホール

３）事業の対象：団塊世代を含む中高年齢者全般

　　　　　　　　健康生きがいづくりアドバイザー、地域活動経験者等　

　　　　　　　　32 名
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Ⅱ　養成講座の実施報告

基調講演：「明るい未来と求められる担い手」

　　　　　今こそ、あなたの力（キャリア）が求められている

　　　　　講師：国立大学法人三重大学特任教授　宮崎冴子

◆ 今から、キャリア開発する！

（１）結晶性知能と流動性知能

（２）遠心的思考と求心性思考

（３）キャリア開発のポイント

　　　① 刺激のシャワーを浴びる、②経験を意識化する、③長期・短期目標の計画を実行する

（４）自分で磨いて、キャリア開発

　　　① 学習 = 学ぶ + 習う、②レカレントする、③職業と資格、④ボランティア

◆「自分さがし」をする！

（１）「自分さがし」（自己分析）の必要性

（２）「自分さがし」の方法

　　　① これまでの歩みを振り返る、②周りの情報を参考にする、③検査を基に分析する

（３）自分さがしのポイント

　　　① 問題の明確化「これまでの自分はどうだったか、やり残りしたことはないか」

　　　② 目標の集約「何をすれば解決できるのか、何をしたいのか、目標は？」

　　　③ 優先順位「何から実行するか、ポイントを定め、取捨選択しよう」

　　　④ 再編成「実行して軌道修正、発想転換、長期目標、今日一日のシュミレーション」
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Ⅱ　養成講座の実施報告

◆求められる担い手になる！

　① 学校支援地域本部事業に参加する

　② NPO、団体、会社等を興す

　③ 寄付講座を企画・運用する

◆人生１００年！加齢は変化！変化は成長！

◆自分らしく生きたい！

　① 自分ひとりでじっくり考える時間を持つ

　② 自分の行動を分析して本当の気持ちを探し、素直な自分を否定せずに認める

　③ 「失敗はチャンス」と読み替え、迷ったら原点に戻る

　④ 行き詰まったら時間や距離を置いて、発想転換する

　⑤ 自分の「昨日・今日・明日」を比較する

　⑥ 自分の「座」を探し、培った能力を活かす「場」を探す

　⑦ ふだんから情報収集の習慣をもつ、自分を過信しないで、専門家にも聞く

　⑧ ヒューマン・ネットワーク（友人関係）を拡げる

自分磨きコース１：「健康・メンタルヘルス・社会との関り」

　　　　　　　　　講師：健生しながわ　永森　博

１）　健康情報は両極端がもてはやされる

２）　私は疫学的な見地で捉えるよう心がけている

３）　人生設計と健康

４）　健康概念と体力
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Ⅱ　養成講座の実施報告

５）　脳は生涯使いようで良くなる

６）　睡眠は環境づくりから

７）　レム睡眠とノンレム睡眠を巧みにつかう

８）　高齢期を元気に過ごすために

「先人の知恵が解明された」

１）　アメリカで調査した７，０００人の健康な人の生活習慣は

２）　健康診断時に調査して解明した病気をしないライフスタイルは

３）　心理学者が教える「心の健康維持に大切なこと」

４）　日本生活習慣病予防協会池田教授の「一無・二少・三多」

自分磨きコース２：「生きがいを育てる」

　　　　　　　　　講師：豊島健康生きがいづくりアドバイザー協議会　　寺田　正美

１）　カウンセリング・プロセス

　　 自己探求　→自己選択　→自己決定　→自発的行動　→自己効力感　

　　 →自己責任　→自己尊重感　⇒生きがい感のある人生

２）　何を援助するのか

　　　①選択　②適応　③成長　④連携

３）　カウンセリングのアプローチ

　　 どこからアプローチするのか、自分の現状・特性を考えて実践する

　　 自分の現状、感情、思考、生理状態を“聴く”

４）　チャレンジ行動へのステップアップ

５）　積極的傾聴の意味

　　　①受容：ありのまま聴く

　　　②共感：気持ちを聴く

　　　③内省化：意味を聴く

　　　④概念化：要約整理

６）　カウンセリングのスキル

７）　体験過程尺度　―成長へと変容するプロセス―

８）　カウンセリングによる変化

９）　カウンセリング実践の基盤
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Ⅱ　養成講座の実施報告

自分磨きコース３：「地域活動で困ったこと、願うこと」

　　　　　　　　　時代を担う地域の主役に期待して

　　　　　　　　　講師：生きがい世田谷の会　高松　憲道

１）　団塊の世代とは

２）　注目される団塊の世代

＜地域活動への参加＞

①町会・自治会とは

◆地域のコミュニティの育成

◆全国の町会数 65,685 自治会、114,222 団体他、部落会や区会を合わせると

　 計 296,770 団体（2003 年総務省）

②町会・自治会の活動内容

◆地域の美化活動

◆ゴミ問題

◆防災・防犯活動（児童を守る活動）

◆主催行事と集客ＰＲの方法

＜困ったこと、願うこと＞

①役員スタッフの高齢化

◆防火・防災訓練等の役割分担に苦慮

◆小中学校のレクリエーション協力

◆地域のお祭りへの協力

◆新築マンション・アパートの町会・自治会への不加入問題
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Ⅱ　養成講座の実施報告

◆役員リーダーの若返り・活性化

    地域の核になり得る世代、団塊の世代に期待して、日本全国の町会・自治会の団体が待っている。

◎ハッピーリタイア。不況の犠牲で早期退職、地域に帰還して、さて、いかに？

◆近隣周囲の環境に馴染む努力と自立に励む

◆会社人間・企業戦士・過去の栄光を切り離す

◆町会・自治会、現役時に婦人スタッフに敬意して情報指導を仰ぐ。

    （早期に町会・自治会組織に溶け込める）

自分磨きコース４：「思い立ち、そこから！ 涙の地域活動  〜私の生きがいとは〜」

　　　　　　　　　講師：中央区生きがい活動支援室リーダー　堀井　英昭

第１ステージ　我が人生に悔いなし、地域社会に貢献した熱い思い

第２ステージ　その思いを実現するために中央区「生きがい活動支援室」への応募

第３ステージ　心の葛藤から生まれた「素直な気持ちで人に接し原点に帰れ」

第４ステージ　そして、これから！

活動の基本のキーワードは「自立と共生」その心は「絆」

事例紹介コース１：「町会のいまとこれから」

　　　　　　　　　講師：生きがい世田谷の会　岡　秀俊
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◆ 地域社会とのかかわり方

　 地域の種類　

　　1）近隣地域 ………… 向こう三軒両隣　

　　2）生活基盤地域 …… 町内会　

　　3）学校区地域 ……… 学校区　

　　4）市区町村地域 …… 行政区域

◆ 地域人間は　

　1）自分の住んでいる地域社会で活動できる場がある　

　2）生活をエンジョイする場である

◆ 地域活動の 4 つの種類　

　1）サークル活動 ……… 自分の楽しみ　

　2）世話活動 …………… 人の役に立つ　

　3）地域社会活動 ……… 公共性　

　4）ボランティア活動

◆ 地域活動に参加するには

　1）地域で何が問題か　

　2）情報の収集　

　3）自分を活かす行動目標の設定　

　4）助け合い、支え合いへの積極的参加　

　5）仲間づくりへの企画推進　　　　　

◆町内会は「まちづくり」の基礎

 ・まちづくりは「だちづくり」（友達づくり）

 ・世の中１割の人がやる気になれば世の中は変わる

 ・どれだけ物事に真剣に取り組むか

 ・動かなければ変わらない　・フラットな組織

 ・子どもと年寄りを大切に　・小学校入学祝い、毎年敬老祝い

◆２１世紀コミュニティ

 ・安全安心のまちづくり　・女性の意見は貴重　・子どもの意見も尊重

 ・加入率　・時代の大転換　・団塊の世代　・アドバイザーへの期待

 ・町内会は生きがいの宝庫

Ⅱ　養成講座の実施報告
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Ⅱ　養成講座の実施報告

事例紹介コース２：「マンション管理組合の取組み」

　　　　　　　　　講師：中央区生きがい支援室　大前　猛

・マンションを取り巻く、待ったなしの社会問題、行政はあと追い

・タワーマンションでこの２年間、仕掛け人として取り組んだこと

・情報の共有、顔と名前が分かり、あいさつが交わせる関係づくり

・解決の糸口、処方箋は「意識改革運動」まず自分から目覚めること

・縁、地域コミュニティの「再生」「構築」は、マンション住人にある

事例紹介コース３：「行政とｗｉｎｗｉｎで町おこしイベントを続けて」

　　　　　　　　　講師：練馬２１くらぶ　阿部　忠道

・行政などとの協働こそ欠かせぬ要件

・グループ結成のキッカケになった事例から

・第１回イベント　健康・生きがいづくり集い　〜ゆとり世代の生き方を考える〜

・組織化のキッカケ

・第２回イベント　健康・生きがいづくり集い　〜いつまでも明るく元気で美しく〜

・第３回イベント　健康・生きがいづくり集い　〜寝たきりや認知症にならずに、いつまでも元気〜

・大型は効果に比し、労多く継続実施難

・生きがい発見シート

・出前講座　竹とんぼ教室　運営メモ
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Ⅱ　養成講座の実施報告

事例紹介コース４：「NPO・町会・行政との協働」

　　　　　　　　　講師：NPO 法人シービー・シナガワ、西品川三ツ木会　 松田　誠一

・問題を抱えて、みんなが額にシワが寄っている

・地域には、まだまだほかに小学校関連の同窓会とか、文化に関係するいろいろなものがある。

・それぞれの強みを補いあって、共通の目標「安心して、充実して暮らせる地域社会」をつくる。

・いま、私が感じていること。「協働」をどなたもｗｉｎｗｉｎで進めるには、クリアにしておくこ

  とがいくつかある。

ゲームで仲間づくり

（１）吹き矢（人集めと仲間づくりに最高のツール）
        講師：阿部　陽子　中央区シニアセンター生きがい活動支援室リーダー

（２）ディスコン
        講師：牧野　吉治　東京ディスコン推進協議会
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Ⅱ　養成講座の実施報告

「ワークショップ」ボランティアは身近な活動から

ファシリテーター　村田　輝夫

①テーブル同席の方の話を聞き、自身の考えたことを言葉にしてみる。

②結果、これからの自身の活動をあらためてどうしようとか、近い将来、自身がどういうところで

　何に関わっているのという目標、イメージを自ら確認できること。

③さらに、いますぐ行動を起こせそうなことを５Ｗ１Ｈで具体的にしてみる。

４．事後評価
　参加者のほぼ半数が団塊世代とその前後の年代（S ２１〜 S ２７生）であった。団塊世代はなかな

か動かないという風評があるが、稀有の事例といえようか。特に今回、その世代は男女比がほぼ半

数ずつであったのも興味深い。

　団塊世代全体の意識啓発を考える時、意識・意欲の高い人材のパワーアップを図ることも重要と

考え企画した。対象者は、財団の有資格者の中から、対象者をピックアップし、招待状を送付した。

　とりわけ、シニアのセカンドステージにおける活動を学んでいる人たち（健康生きがいづくりア

ドバイザー）は、その使命感が強いだけでなく、ヒトの話に耳を傾けることができるのが特筆され

るので、彼らのこれからの活動の後押しが今回出来たのは評価できる。

　さらに、今回の企画を通して、都内の健康生きがいづくり活動団体が協働できたことはまさに地

域活動の「協働」を体現できたのは大きな成果である。ひとつの団体が大きくなることを目指すの

ではなく、個性ある団体同士が手を結び、特徴を出し合い、成果の共有を目指すことは大事な視点

であり、大きな試みの今回であった。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

５．今後の課題と展望
　多額の資金を使って、目立つ企画を行なう効果ももちろんあると思うが、受け皿がしっかり地域

にないと折角の人材も水藻よろしく漂うばかりだ。小さくても地域の人たちと直に接している人た

ちの仲間づくりを援助し、それぞれの個性を活かしつつ連携し、活動対象エリアを拡げていく草の

根のような活動が脚光をあびる時が思うより早く来るに違いない。

　＊地域活動団体相互の助け合いをスムーズにする仕組みをつくる。

　＊今後は地域活動の情報が集めやすく、取り出しやすい仕組みを構築する。

　現在は、愚痴やクレームが蔓延しているが、そればかりでは何も改善できないだろう。皆があり

たい姿を望み、描くことを始めれば地域は再生に向かうはずだ。その時は、きっと地域最大の地域

団体である、町会・自治会が地域活動の「協働」に参画しているだろう。その担い手として町会・

自治会に誘われたら進んで関っていく、行政のよき相談者となり、対峙することなく協働に徹する

ならば、地域再生は必ず実現できる。

　「明るい未来へ、求められる担い手！」いま、始まる。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

「いきいきまちづくり講座」
〜元気でおしゃれな生き方〜
　　　　　神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

１．事業の目的
　高齢化が進んでいる戸塚区ドリームハイツの団地の住民が「高齢者が健康で生きがいを持って自

分らしく生活ができる活性化した街づくり」に寄与することと、住民の悩みごとの解決や支援がで

きる「ボランティア人材づくり」の支援を狙いとする。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
　神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会では「団塊世代の地域再生ボランティア養成事業

調査研究委員会」を立上げた。委員会では県内 3 地域を候補として取り上げ実施目的、内容、開催

場所、関係団体等について議論を重ね方向づけを図った。

　戸塚区ドリームハイツの団地は１９７２、３年に完成した神奈川県、横浜市による大規模団地で

入居後３６、７年を経過し、人口減と高齢化が進展している。団地を取り巻く人口減と高齢化の課

題に対し地域の活性化を目指している「ドリームハイツ地域運営協議会」（会長泉一弘）に対して「健

康・生きがいづくり講座の企画」を提案した。

　この提案に対して、上記の事業目的が団体のニーズに合致していることで了解が得られ、具体的

な講座の内容、開催日、開催場所、運営の連携について細部に亘り詰めを行った。

・参加者募集に関するチラシの印刷、配布はドリームハイツ地域運営協議会が行う。

・講座内容、講師等は双方で目的に合う内容で行うこととし、講師の手配、準備等は神奈川健生が担

当する。

・チラシの内容、構成は双方で意見交換し、合意の下で作成する。

・講座開催当日の運営は、受付はドリームハイツ地域運営協議会、司会、アンケートの配布、集計等

運営全般は当協議会が担当する。

・事業の実施体制
主催：財団法人　健康・生きがい開発財団
主管：神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会
後援：ドリームハイツ地域運営協議会
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Ⅱ　養成講座の実施報告

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 2 月 21日（日） 10：00〜16：00

２）実施場所：ドリームハイツ地域運営協議会　横浜市戸塚区深谷町 1411-5

３）事業の対象　対象者：ドリームハイツ地域の団塊世代、及びシルバー世代

　　　　　　　　参加数：33名（男性11名、女性22名）

４）事業の内容

「いきいきまちづくり講座」　〜元気でおしゃれな生き方〜

① 「おしゃれな生き方は生きがいづくり」

　 講師：健康生きがいづくりアドバイザー　卯尾直孝

　「居心地がいい人生は生きがいのある人生」「心身ともに若々しく過ごすには」「若さを保ちおしゃ

れな生き方を」「地域で仲間とともに元気づくり」と４つのポイントを中心に、定年後、地域社会で

元気で楽しく充実して人生を過ごしていくためのヒントを示唆する。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

② 地域の歴史研究「鎌倉とはなにか」

　 講師：日本大学教授　関　幸彦

　源頼朝の生涯を中心に、鎌倉幕府の成り立ちから衰退まで、鎌倉時代の歴史を掘り起こし、現代

に何を残したかを読み解き、これからの地域のあり方のヒントにする。

③「地域の魅力、活動の魅力」（地域の活動団体紹介）

ドリ－ムハイツ地域運営協議会を拠点に活動中の 5 団体が内容・意義を発表・講義し、活動の仲間

づくりを働きかける。

・おやこの広場　ぽっぽの会

・ドリーム地域給食の会

・いこいの家　夢みん

・ふらっとステーション・ドリーム

・ドリームの丘
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Ⅱ　養成講座の実施報告

④「ノルディックウォーキングを体験しよう」

　 講師：ＪＮＷＡオフィシャルインストラクター

　 　　　　渡邊  勝六、梶田  洋治、藤田  宏次、隅田  武紀

　２本のポールを使って直立４足歩行型でウォーキングをする。このニュースポーツは基礎体力づ

くり、生活習慣病予防対策、介護要望に有効。健康で生きがいのある日常生活に役立てるとともに、

仲間づくり、地域活動参加のヒント、キッカケにする。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

４．事業についての評価・成果
①当初、団塊世代に焦点を合わせ参加を期待したが高齢化団地を背景とした事もあり、参加した世

代は 65 歳以降の年代が多かった。

②プログラムを組む段階からドリームハイツ地域運営協議会と事前打合せを重ねた。狙った対象層

に興味、関心を持ってもらうため健康・生きがい、身近に感じる歴史、地域活性化を担う活動団

体の発表と誘い、健康増進のためのノルディックウォーキングを取り入れ、座学に終わらず体験

学習型も取り入れ、創意工夫に努め事業目的に適う内容とした。

④ リキュラムごとのアンケートを見ると

・「おしゃれな生き方は生きがいづくり」は、自己点検をしたことで新たな生き方発見、自己の不

足している内容や仲間とともにボランティアをする意義を改めて再確認でき、参加者個々に今

後の生き方、活動のヒントになった。

・地域の歴史研究「鎌倉とはなにか」は、身近な歴史を改めて学んだことで鎌倉の位置づけ、役割

や見方が時代により違うことを知り、自分たちが住んでいる地域も高齢化を背景に住民の意識

も変化していることと重ねて今後の地域のあり方のヒントになった。

・「地域の魅力、活動の魅力」は、現在活動中の５団体の内容の発表・講義があり、地域の仲間づ

くりとその活動の意義について改めて再認識し、新たな担い手の申し込みが期待された。

・「ノルディックウォーキングを体験しよう」は、ポールを使ってのウォーキングで参加者全員が

初めての体験で運動不足・健康増進に役立ち、サークルを作って欲しい要望も出て、地域活動

の足掛かりが得られた。

　1 日の実施事業を通して参加者は、新たな自己発見、生き方のヒントが得られ、「ボランティアに

参加したい」、「新たなサ－クル結成」の要望も出された。地域の活性化に向けての人材、生き方発

見と今後の地域活動に参加者の反応が具体的にあったことはこの講座を実施した成果であった。ま

た参加者からは、初めて聞いた内容であったり、興味のあるプログラムの構成であったという感想

も聞き、今回の企画が独創性・先駆性の面からも理解が得られたと言える。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

５．今後の課題と展望
　当初、団塊世代を中心とした内容で事業を企画し、効果的な集客を考え日曜日に１日コースで実

施したが高齢化団地ということもあり、年代的には６０歳代半ば以降の参加者が多かった。参加者

の中には既に地域活動、ボランティア活動に携わっている方もいて未体験者との間で認識のばらつ

きもあった。

　今回の参加者で地域再生に関心を持っている方も多く、ボランティア希望者も含めて事業の後援

団体である「ドリームハイツ地域運営協議会」による日常活動の中で、今回の講座のフォローして

いただければ、参加者にとっても新たな生き方となり、事業の発展、波及効果が十分期待できる。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

「ボランティア入門講座」
〜セカンドライフをボランティアで楽しく〜
　　　　　神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

１．事業の目的
　「横浜市葛が谷地域ケアプラザ」は横浜市の北部の港北ニュータウンに位置し、この地域は日本住

宅公団が過去に類を見ない大規模な都市開発事業をしたエリアである。

　新住民が多く核家族化の進展、高齢者の増加等で地域の繋がりや住民同士の親近感も希薄化し、

地域コミュニティの機能低下現象が見られる若い街である。

　当事業は、「横浜市葛が谷地域ケアプラザ」を取り巻く地域の皆様に、地域ケアプラザの特徴を生

かして団塊の世代を含めて中高年齢者が健康で生きがいを持って自分らしく生活ができる活性化し

た街づくりに向けて、ボランティア養成支援を狙いとして実施する。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
　神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会では「団塊世代の地域再生ボランティア養成事業

調査研究委員会」を立上げた。委員会では県内 3 地域を候補として取り上げ実施目的、内容、開催

場所、関係団体等について議論を重ね方向づけを図った。

　今回、「横浜市葛が谷地域ケアプラザ」に対しては、上記事業目的に即して「ボランティア入門講座」

の企画を提案した。

　この提案に対して事業目的が団体のニーズに合致していることで了解が得られ、具体的な講座の

内容、開催日、開催場所、運営の連携について次の通り細部に亘り詰めを行った。

　・参加者募集に関するチラシの印刷、配布は横浜市葛が谷地域ケアプラザが行う。

　・講座開催は双方で目的に合う内容で行うこととし、講師の手配、準備等は両者が分担して担当

　　する。

　・チラシの内容、構成は双方で意見交換し、合意の下で作成する。

　・講座開催当日の運営は両者で担当する。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

( 注 ) 地域ケアプラザとは、住み慣れたまちで安心して暮らせる地域をつくる為の拠点として「地域

　　　活動・交流」、「福祉・保健の相談 ･ 支援」( 地域包括支援センター )、「福祉 ･ 保健サービス｣　

　 を総合的に提供する横浜市独自の施設である。

・事業の実施体制

  主催：財団法人　健康・生きがい開発財団

  主管：神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

  後援：横浜市葛が谷地域ケアプラザ
            社会福祉法人　横浜市都筑区社会福祉協議会
            横浜市都筑センター

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 3月13日（土）、14日（日）

２）実施場所：3月13日（土）横浜市都筑センター

　　　　　　　3月14日（日）横浜市葛が谷地域ケアプラザ

３）事業の対象（参加者数）

　　地域の団塊の世代を含めて中高年齢者　

　　参加人数 44 名 ( 男性 13 名、女性 31名)

４）事業の内容

「定年後のボランティアの楽しみ方を考える」

講師：健康生きがいづくり　アドバイザー　卯尾直孝

地域でお互いさまの気持で活動するには何から始めたらいいのか、自分に何ができるのか、どこに

行ったらいいのかを講義を通して情報提供する。
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「地域ケアプラザを利用しないなんてもったいない。」

地域ケアプラザは、住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためにお手伝いをする地域の拠点

である。そのケアプラザの役割や拠点のうまい活用方法、そして効果的な情報づくりなど、さまざ

まな情報を提供する。ケアプラザが地域住民の身近な存在として機能している状況について説明す

る。

講師：葛が谷地域ケアプラザ所長　岡部利明

　　　地域活動交流コーディネーター　舟田 泰久

　　　デイサービス担当　天井 雄介

　　　都筑区社会福祉協議会　大川 陽子
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「私のボランティア活動」（体験事例発表）

講師：健康生きがいづくりアドバイザー　東　晋　

１）ボランティア活動に取組む前は“何を”していたか

２）取組んだ「キッカケ」（出会い）

３）私の地域でのボランティア活動

４）ボランティア活動に参加してよかったこと

　    ・朝起きて“やること”があること、毎日“行く所”がある事

　    ・新たな友人や仲間が出来たこと

　    ・自分自身の健康や体力が増進

　    ・自分自身の啓発につながった

　    ・活動対象者や活動先から“感謝”された

　    ・自分自身の生きがいを得る事ができた

５）やってみよう、ボランティア　〜これからボランティア活動をやってみたい方へ〜

　    ・先ず“始める”ことです、参加することです

　    ・肩肘張らず自分のできること、興味のあることを楽しみながら行い、自分も成長する

　    ・決して無理をしない、長く続けること

６）地域デビュー成功のポイント
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「私のボランティア活動」（体験事例発表）

講師：健康生きがいづくりアドバイザー　金子 正勝

１）ボランティア活動に取り組む前は何をしていたか。

２）取り組んだ「キッカケ」

３）活動の内容

４）ボランティア活動をやって良かった点は何か

　　・人との出会い

　　・毎日「人の世は食って糞して、寝て起きて、さて、その後は死ぬるばかりよ」と言った昔の

人がいましたが、この他にやることがある有難さ。

　　・少しでも人様のお役に立てて頂いていると言う有難さ。

　　・団体で行動することにより、一人では思いもよらなかったことを学ぶことが出来る有難さ。

５）これからボランティアに取り組む人へ

　　・何でもやってみよう、何でも聞いてみよう、の精神で

　　・自分の現職の時に得たノウハウをボランティア活動に生かすことを考える。

　　・ボランティア活動をやってみて馬鹿らしいと思ったらやらない方が良い。

ボランティア活動に参加してある部分を担当することになった場合は、その任期が終わるま

で責任もってやり遂げる事が大事。

　　・自分が主体的に参加する活動と受動的に参加する活動の比を適当に選ぶ必要がある。

肉体的にはだんだん衰えていくことを自覚してボランティア活動を選ぶ。
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「ノルディックウォーキングを体験しよう」

講師：ＪＮＷＡオフィシャルインストラクター　

　　　東  晋、下司  武文、金子  千里、金子  正勝

　２本のポ－ルを使って、直立４足歩行型でウォーキングをする。ヨーロッパでは、国民の５人に

１人は取り組んでいるところまで普及しており、我が国でも最近関心が高まっている。このスポー

ツは、基礎体力づくり、生活習慣病予防対策、介護予防に有効である。健康で生きがいのある日常

生活に役立てるとともに仲間づくり、健康増進、地域活動・地域参加のヒント、キッカケにする。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

４．事後評価
１）参加人数は４４名で当初企画した３０名を上回り、ＰＲの効果と関心の強さが伺えた。

　　団塊世代に的を絞り定年後のボランティアの担い手を意識したが、参加者の年代は団塊世代の

方も含め、おおよそ６０歳以上の方が多かった。

２）プログラムを組む段階から横浜市葛が谷地域ケアプラザと事前協議をし、ケアプラザの特徴を

生かした地域活性化に欠かせないボランティアに焦点を合わせた構成にした。具体的には、上

記のプログラムの通りで実施し理解を深めて頂いた。又、地域の活性化に貢献しているメンバ

ーによる「ノルディックウォーキング」の体験学習も取り入れ、座学に終わらず創意工夫に努め、

事業目的に適う内容とした。

３）プログラム毎のアンケ－トによる評価を見ると

①『定年後のボランティアの楽しみ方を考える』は、「今後の生き方のキッカケになった」「活

動する時の参考になった」｢一歩踏み出す気になった｣「改めてボランティアが何かが理解で

きた」等のコメントからもボランティアは何の為にするのか、また、その意義についても確

認ができ、これからのボランティア活動に向けてのヒントになった。

②『地域ケアプラザを利用しないなんてもったいない』は、「地域ケアプラザが良く理解できた」

「今まで知らないことばかりなので参考になった」「ケアプラザの理解が深まった」「今は時

間が取れないがいつかボランティアに」と地域に密着した横浜市独自の施設の理解を深める

効果があった。今後のボランティア活動の拠点として地域住民による活用が期待できる。

③『私のボランティア活動』（２名の体験事例）は、「すばらしい体験 ( 実践 ) をされていて一歩

でも近づけたら」「本音の自然体験に好感」「大変参考になった」「定年後の出会い、仲間づ

くり、ボランティアを前向きに取組み、活動している姿勢はすばらしい」と参加者に感銘を

与え、新たな担い手の活動に向けてのヒントになった。

④ 『ノルディックウォーキングを体験しよう』は、「新しい体験でした。多様な活動を続けてい

る事に大いに参考になった」「体に良いスポ - ツで有意義でした」「葛が谷ケアプラザでサー

クルを作って欲しい」「講習会に参加したい」等と運動不足、健康増進に役立つ内容であり、

参加者にはこれからの地域活動の足がかりが得られた。
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　プログラムはボランティアの概論、横浜市葛が谷地域ケアプラザの概要・ボランティア活動紹介・

都筑区社会福祉協議会紹介、ボランティア体験事例発表、健康増進・仲間づくりに役立つノルディ

ックウォーキングによる体験学習も取り入れたことは、地域に密着したテーマ性のある内容でアン

ケートに見られるように参加者からも理解が得られ、地域の新たな担い手づくりのヒントともなり、

この企画が独創性、先駆性の面からも評価が得られた。

５．今後の課題と展望
　住み慣れたまちで安心して暮らせる地域をつくる為の拠点である葛が谷地域ケアプラザで講座を

開催した事は、地域ケアプラザの機能を知らない参加者には良い情報提供の場となった。

　今回の講座は、ボランティア入門講座の位置づけで概論に終わらず参加者が「地域ケアプラザ」

の事業内容を知り、各種の相談、サービス利用、ボランテイア活動、仲間づくりの場としても身近

な存在であることが理解され、今後足を運ぶキッカケづくりにもなったことで地域活性化のあり方

としては効果的であった。



33

Ⅱ　養成講座の実施報告

「元気なまちづくり講座」
〜庄戸の街の未来を探る〜
　　　　　神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

１．事業の目的
　昭和５０年頃に建てられた横浜市栄区庄戸の1,350世帯の戸建て住宅団地の高齢化率は32％と高く、

１０年後は住民の２人に一人が６５歳以上の超高齢化した人口減少の地域社会となる。

　地域のつながりも浅く、住民同士の親近感も希薄化している中で住民の地域におけるニーズや課

題も多様化している住宅団地の住民がかつて経験したことのない生活環境の変化、社会的課題に取

り組み、住み慣れた地域で健康で安心して、楽しく活動的に暮らして行くには、「終の棲家、庄戸の

住みよい街づくり」を考え、お互い様の精神で「自立した生活を支援し合う人材づくり」の支援を

狙いとし、地域の活性化に向けてのヒントにする。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
　神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会では「団塊世代の地域再生ボランティア養成事業

調査研究委員会」を立上げた。委員会では県内３地域を候補として取り上げ実施目的、内容、開催

場所、関係団体等について議論を重ね方向づけを図った。

　当協議会は今回、「庄戸の元気づくり実行委員会」に対して、上記事業目的に即して ｢元気なまち

づくり講座｣ の企画提案を行った。

　この提案に対して事業目的が団体のニーズに合致していることで了解が得られ、庄戸の元気づく

り実行委員会ではワーキンググループが別紙の通り「元気づくり実行委員会の発展（会員倍増）企

画〜特に団塊世代の方々の参画」を作成し、次の通り講座の細部に亘り詰めを行った。

・参加者募集に関するチラシの印刷、全戸の配布は庄戸の元気づくり実行委員会が行う。

・講座内容、講師等は双方で目的に合う内容で行うこととし、講師の手配、準備等は両者が分担して

担当する。

・参加者募集のチラシ内容、構成は双方で意見交換し合意の下で作成する。

・参加者募集チラシ以外に庄戸の元気づくり実行委員会は、講座のＰＲとして「庄戸の元気づくりニ

ュース」を発行し、全戸に配布するとともに受講者募集を行う。
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・講座開催当日の運営は両者で担当する。

・事業の実施体制

主催：財団法人　健康・生きがい開発財団

主管：神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

後援：庄戸の元気づくり実行委員会

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 3 月14 日 ( 日 )、3 月 21日 ( 日 )

２）実施場所：庄戸中学校コミュニティハウス

３）事業の対象

　　庄戸の戸建住宅団地の住民 30 名予定。　

　　実際は参加者 52 名（男性 35 名、女性 17 名）

４）事業の内容

＜3月14日（日）＞

「鎌倉殿誕生―鎌倉幕府」

講師：日本大学教授　関　幸彦

　源頼朝の生涯を中心に、鎌倉幕府の成り立ちから衰退まで、鎌倉時代の歴史を掘り起こし、現代

に何を残したかを読み解き、庄戸地域のこれからのあり方のヒントにする。
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「人口統計等から知る横浜市・栄区・庄戸の現状、生活白書からみえる生活環境の変化と課題」

講師：横浜市都市経営局主任調査員　中川　久美子

　庄戸地区の少子・高齢化の現状を知るとともに、横浜市の人口動態、高齢化の現状と今後の推移、

横浜市民の生活実態や、地域特性の違いなどを客観的な基礎データから分析し、今後の庄戸の日常

の暮らし方のヒントにする。

＜3月21日（日）＞

「生きがいの見つけ方・探し方」

講師：（財）健康・生きがい開発財団常務理事　大谷　源一

　高齢化社会のボランティア活動の意義と具体的事例を示し、地域における新たな支え合いの必要

性を訴求するとともに、自分らしい地域活動の分野と生きがい探しのヒントを示唆する。
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「庄戸の魅力はなんだろう？」

講師：ＮＰＯ横浜プランナーズネットワーク　内海　宏

　参加者皆でわいわい日頃感じていることを聞いたり、話したり地域の情報交換。

　参加者が「今の暮らし、これからの暮らし」のワークシートをベースに、「講座に参加した動機」、「最

近、楽しいな、面白いな、困ったなと感じておられること」、「今は困らないけど、これからの暮ら

しに不安を感じること」、「地域活動に関わるボランティア活動の体験の有無」など、グループに分

かれて自由に話し合ってもらい、これからの庄戸地域の活性化に向けての取り組みづくりにきっか

けづくりにする。
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「ノルディックウォーキングを体験しよう」

講師：ＪＮＷＡオフィシャルインストラクター　

           梶田  洋治、藤田  宏次、隅田  武紀、高垣  雄二

２本のポ－ルを使って、直立４足歩行型でウォーキングをする。ヨーロッパでは、国民の５人に１

人は取り組んでいるところまで普及しており、我が国でも最近関心が高まっている。このスポーツは、

基礎体力づくり、生活習慣病予防対策、介護予防に有効である。健康で生きがいのある日常生活に

役立てるとともに仲間づくり、健康増進、地域活動・地域参加のヒント、キッカケにする。
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４．事後評価
１）参加者は５２名で募集定員３０名を大幅に上回り、ＰＲの効果と地域に密着した身近なテーマ、

内容に対して関心の強さと今後の暮らし方のヒントになった。

２）プログラムを組む段階から「庄戸の元気づくり実行委員会」との情報交換、事前調整に時間を

費やし、地域の意向を組み入れた内容構成に心掛けた。具体的には、上記のプログラムの通り

実施し、参加者からもアンケートの回答の通りタイムリーで充実した内容で理解を深めて頂い

た。又、「ノルディックウォーキング」による体験学習も取り入れ、健康増進、地域の仲間づく

りにも役立ち、座学に終わらず創意工夫に努め事業目的に適う内容であった。

３）プログラム毎のアンケートを見ると

①『鎌倉殿誕生―鎌倉幕府』は、「これからの庄戸、街の未来を考える時何か参考にしたい」、「非

常に興味深い話しで引き込まれた。歴史は全て現代にも生きている」、「現代との関連性も話

に出たことは良かった」と日頃から隣接地の鎌倉を身近に感じている事から、鎌倉時代の歴

史と重ね合わせ、庄戸の将来のあり方を考える上で参考になった。　　　

②『人口統計等から知る横浜市・栄区・庄戸の現状、生活白書からみえる生活環境の変化と課題』

は、「庄戸の問題点が良く確認できた」、「これからの街づくりに一人ひとりが考えなければ

ならない事、出来る事、出来ない事の現状認識の必要性を感じた」、「人ごとでないことが良

く分かった」と改めて詳細な客観的データを基に横浜市の考え方も理解でき、今後の庄戸地

域の環境激変が予測される課題についても情報の共有がなされ、問題意識を高める上で極め

て効果的であった。　

③『生きがいの見つけ方・探し方』は、「現状を知ることが将来を考えることにつながると思っ

ているのでとても参考になった」、「高齢者になると地域活動がより大切と感じた」、「現状把

握ができた。課題提起がなされ学べた」、「ボランテイア活動は援助を必要としている方のた

めに、最終的には自分のためを確認」と今後の庄戸を考える上で自分たちの生き方、街のあ

り方、地域再生に向けて多くの情報提供があり、庄戸の抱える課題に対して多様なヒントが

得られた。
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④『庄戸の魅力はなんだろう？』は、グループ討議で「自然環境は最高だが交通の便が悪い」、「共

通の関心ごとが多いことが分かった」、「現在の庄戸の問題点と取り組みたい課題が明確にあ

る」等が浮き彫りになった。今後、庄戸で活動する上で大切なことは「長続きする活動は自

分に出来る身近なことから入る」というキーワードを再認識できた。

⑤「ノルディックウォーキングを体験しよう」は、「既に実施していたがポールの使い方を間違

えていたが正しい使い方が分かった」、「姿勢がよくなった気持ちがする」、「体のいろいろな

所を使っているのがいい」と言う感想からも初体験の参加者が多く、高齢者の運動不足・健

康増進に役立つことが理解され、今後サークル結成の希望も出て仲間づくり、地域活動の足

掛かりが得られた。

　講座は、横浜市、栄区、庄戸地域の人口統計基礎データを基にこれからの庄戸での生活の展

望を考える上で問題意識を持ち、ヒントになるようプログラムを構成した。

　参加者からのアンケートの集計結果によると、グループ討議を含め各プログラムとも高い評

価をいただいており、参加者の関心も非常に高く、また、多くの参加者から共感を得られたよ

うに思われる。

5．今後の課題と展望
　庄戸の高齢化率は現在３２％で１０年後には住民の２人に１人は６５歳以上と人口統計で予測さ

れており、都会の郊外型限界集落到来による生活環境の激変が見込まれる。

　この危機感を前提に開催した講座は、地域の情報を共有できる機会となり、住民の地域活動に対

する理解を深め、今後の活動に向けてのキッカケづくりとなった。

　特に団塊世代の方々の参加もあり、「庄戸の元気づくり実行委員会」をベースに地域の共通の課題

に取り組む為の足がかりが得られた事は大きな成果であり、今後は庄戸地域に合った地域再生に向

けて具体的活動の展開が望まれる。
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団塊世代の地域デビュー講座
地域参加活動で輝く人生を！
　　　　　愛知県健康生きがいづくりアドバイザー協議会

１．事業の目的
　今、地域社会は、福祉、健康、子育て、環境などさまざまな課題が山積しており、その解決に向

けて、行政や政治や企業と協働できる地域の力が強く求められる。そのために、団塊世代の人々が、

これまでに培ってきた知識や技術を活かして、活力ある地域づくりに参加することは大変重要なこ

とである。また、それは団塊世代の人々にとっても自分自身の生きがいづくりにもつながる。

　当講座では、団塊世代の人々が地域再生活動などに参加することの意義を確認するとともに、そ

の具体的な方策について参加者と一緒になって考える機会とする。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
主催：財団法人健康・生きがい開発財団

主管：愛知県健康生きがいづくりアドバイザー協議会

後援：社会福祉法人　愛知県社会福祉協議会

　　  社会福祉法人　名古屋市社会福祉協議会

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 1月 23 日（土）、24 日（日）

２）実施場所：桜華会館　名古屋市中区三の丸一丁目 7 番 2 号

３）事業の対象：団塊世代の男女

　　                    参加者数　31 名（男性 19 名、女性 12 名）、平均年齢 66.3 歳
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４）事業の内容

Ⅰ．講 義　「ボランティアで人生充実」

講 師：鈴木　盈宏　氏　前トヨタボランティアセンター所長

　　　　　　　　　　　　愛知県社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員長

内　容：団塊世代の人々が社会参加活動に取り組むことの意義、活動方法や心得などについて、画

　　　　像を交えて説明があった。

 ① 地域参加活動の意義

団塊世代のこれまで培ってきた知識や技術を活かして、社会が抱える数々の問題解決に取り組むこ

とは、地域貢献のみならず、自らの充実したセカンドライフを実現するためにも極めて重要なこと。

② 地域活動のデビューの方法

仲間とのサークル活動、特技を活かした物づくり教室、防犯パトロール、地域消防団、ＮＰＯ体

験ツアー、など身近なことから始める。

③ ボランティア活動とは

ボランティア活動の本質、その必要性、行政との関わり、ボランティア活動の分野

④ ボランティアの心得

自分に合った身近なことから、相手の立場に立った謙虚に、無理のない計画、約束・秘密は守る、

絶えず学習・自己成長、宗教・政治活動とは区別、安全対策、熱意と誠意で（心が伴った活動）。

目的達成までのプロセスが最も重要！

⑤ 阪神淡路大震災でのボランティア活動の状況

活動にかかれるタイミング、具体的な活動内容、被災地で喜ばれたボランティア、迷惑がられた

ボランティア
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Ⅱ.  講　義　「ちょいボラの勧め　地域に関わり続けて」

講　師：吉田　光雄　氏　コミュニティアドバイザー

内　容：地域参加活動のきっかけづくり、行政とのかかわりを通じてどう活動するか、地域参加活

動の具体的な内容や活動をするうえでの心構えなど、自らの体験を中心に説明があった。

 ① 地域への関わりはじめ

・結婚を機に転居。転居先でグループ分譲住宅の建設組合理事を務め、理事会運営の他に、ハイ

キング、ソフトボール、転校生の名簿作成などを行う。その後、町内活動として、盆踊り、ふ

るさとづくり、環境美化、ごみ減量の取り組み、民生委員、児童委員の委嘱を受ける。

・町内会、自治会協議会及び体育振興会の結成などが地域コミュニティ組織の原点となる。

② 地域内外への関わり

　・県との関わり…コミュニティアドバイザーの資格を取得、ホームレス自立支援対策協議会や地

　　　　　　　　　域づくり団体交流協議会の活動に参加

　・市との関わり…生活課、市民安全課、ごみ減量推進課などの協議会活動に参加

③ こんな思いで活動を／キーワードのあれこれ

　・ちょい（と）ボラ（ンティア）そして　おお（いに）ボラ（ンティア）

　・不自然な暮らしを自然に、不幸な暮らしを幸せに

　・どうせやるなら、一生懸命

　・義務感から使命感へ

　・自分達のことは、自分たちで

　・多様な人材の掘り起こし
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　・情報の受信と発信

　・継続性の確保

　・「２：６：２」の法則

＜第 2 日目　1 ／ 24（日）＞

Ⅲ．体験発表　

発表１「できることは　元気なうちに」　　　　　　　　　

発表者：各務　武　氏　ＮＰＯ法人てすりなごや　理事長

内　容：社会参加活動を始めたきっかけ、活動目的と活動内容、心構えについて説明。

① 活動を始めたきっかけ

定年を機に、「これまで身につけた技術を活かして、高齢者が暮らしやすい生活ができるような支援をし

たい」と思い、仲間とともに始めた。

②「ＮＰＯ法人てすりなごや」の開設目的

高齢者、要介護者、要支援者などの住居に手すりの設置及び小規模な住宅改修、その他、自立と安全

を助ける簡易住宅修事業などを行い社会福祉に寄与することを目的として設立。

③ 活動内容の紹介（ＶＴR）

④ できることは、げんきな内に／活動するうえでの思い

・モノサシハカリマス（物差し・秤・升）…自分の経験にないものは仲間から借りればよい。仲間と力を

                                                            出し合って新しいことに取り組むことが大切

・自分ができることはなに…自分の特技を活かすこと
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・無理をしない、できる事からはじめる…まず行動しよう

・ラブ　イズ　アクション（マザーテレサのことば）

発表２「災害は必ずやってくる　サア〜」　　　　　　　　

発表者：高橋　賢一　氏　　災害ボランティアコーディネーターなごや　代表

内　容：災害ボランティアコーディネーターの活動内容についてたい」と思い、仲間とともに始めた。

① ２００９中国・九州北部豪雨台風 9 号　兵庫県佐用町での活動状況

　・災害ボランティア参加者数

　・支援ニーズの直接聞き取り調査、資機材の調達、仮設トイレ設置

　・ボランティアへの対応（食事・熱中症対策・安全対策など）

② 災害ボランティアコーディネーターの活動

　・平常時は市民の防災意識向上に向けた啓発活動、他団体との連携推進

　・地区の自主防災会会長としての活動

　・災害発生時での活動

③ 地域活動、ボランティア活動に関わっての感想

　・初めの第一歩は勇気が必要であった

　・自主防災会の形骸化は著しいく、人材不足でもある

　・周りに喜ばれることでとても充実感がある

　・継続することにより真価が問われる

　・活動は楽しくありたい

　・家族の理解と協力が心強い
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Ⅳ．講義とワークショップ　「地域デビューの具体策」　

講　師：藤枝　静次　　愛知県健康生きがいづくりアドバイザー協議会会長

内　容：これまでの講義や体験発表の内容を振り返りながら、「地域参加活動にどのように取り組む

のか」についてグループでの話し合いや情報交換を通して考えた。

 ① ボランティアでどんな活動をしてみたいか

子供たちとのふれ合い、高齢者・障害者・病人などの日常生活支援、被災地・被害者の支援、街

づくり・環境問題などへの取り組み等など、さまざまなボランティア活動の内容の確認

② ボランティアの基本精神

自主性・主体性・自発性、無償性・無給性、社会性・連帯性、創造性・先駆性・開拓性などにつ

いて確認

③ セルフチェック

セルフチェックシートに基づいて、自身が実施可能なボランティア活動の内容を考えた

④ ワークショップ　討論・発表

「今どんな社会参加活動が求められているのか」について、個人研究の後、グループで意見交換を

おこない、グループごとにまとめて全体発表を行なった。

＜発表内容＞（テーマのみ記載）

・安心安全な街づくりのための「防災ネットワーク」づくり

・「健康づくり」のための支援活動

・高齢者のための「お隣さん声かけ安心」活動

・「楽しいたまり場サロン」の設置
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４．事後評価
１）受講者アンケート結果

　　①当講座が「地域参加活動をするために役立った」と解答した人（総回答者１８人）

テーマ 役立った 構成比
Ⅰ．ボランティアで人生充実 １７人 ９４．４％
Ⅱ．ちょいボラの勧め、地域に関わり続けて １０人 ５５．６％
Ⅲ．体験発表（①できることは元気…・②災害は必ず…） １４人 ７７．８％
Ⅳ．地域デビューの具体策 １３人 ７２．２％

　　・アンケート回答者１８名のうち、すでに何らかの地域参加活動をしている人９名、地域参加

活動をしていない人８名、無回答１名。すでに何らかの地域参加活動をしている人の割合が

高かった。

　　②受講者の感想

　　・ボランティアの理念がとてもよく理解できた。

　　・具体的な活動事例の紹介が多くあり、活動への取り組み方の方向が見えてきた。

　　・活動事例を通じて、ボランティア活動と言うよりも、人としての生き方を学んだ。

　　・ボランティア活動では地域との関わり、行政との関わりがいかに大切かを学んだ。

　　・皆さんとの話し合いで、最初の一歩を踏み出す勇気を貰った。

　　・地域活動の第一歩をどのように踏み出せばよいか手がかりがつかめた。

２）　全体評価

　　・地域参加活動の実践者から活動状況などを直に聞くことにより、活動の意義、充　実した活

動をするための要点、活動の素晴らしさを充分に理解させることができた。

　　・災害地で頑張るボランティアの姿を画像で見、また、説明を聞き、その活動の尊さに感銘を

得た参加者も多く、ボランティア活動への第一歩を踏み出す動機づけをすることができた。

　　・充実した地域参加活動を展開するには、地域や行政との人間関係づくりが大切であるが、そ

の難しさを感じる参加者が多かった。一方、自身の特技を活かして、自分のペースで、でき

る範囲での地域参加活動には賛同する人が多い。

　　・グループ内での意見交換は極めて積極的に行なわれ、ボランティア活動へ第一歩を踏み出す

きっかけと勇気を与えることができた。
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５．今後の課題と展望
　人生経験も豊富で、諸々の専門知識や技術と体力を有する団塊世代が積極的に地域活動に参加す

ることは、ますます進展する高齢社会の中で、地域を活性化するために極めて重要なことと言える。

そのためには、色々な機会を通じて、地域参加活動の実践者との交流を積極的、継続的に図り、活

動参加への動機づけをしっかり行うことが必要だと思われる。

　しかし、一番の課題は「如何にして講座の受講者を集めるか」である。今回、行政窓口にパンフ

レットを配置したが反応は極めて低かった。したがって、当協議会でこれまでに実施してきたセミ

ナーやサロンなどの参加者へのＤＭ発送と電話によるフォロー、協議会会員による知人への参加の

呼びかけ、参加者募集記事を新聞に掲載するなどして人員を確保することができた。
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団塊世代の地域再生ボランティア養成のための研修会
〜地域の課題は何か、地域貢献をもっと強化拡大するには〜
　　　　　　　　滋賀県健康生きがいづくり協議会

１．事業の目的
　当事業は、地域で中高年齢者の健康生きがいづくりを支援する健康生きがいづくりアドバイザー

の、主に団塊世代に対し、健康で生きがいを持って自分らしく生活ができる活性化した地域社会（ま

ちづくり）に向け、ボランティア活動をすることを支援することを狙いとする。

　また、団塊世代が地域再生のためのボランティア活動に参加するためにどのような支援をすれば

いいのかを考えることも狙いとする。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
主　　催：財団法人健康・生きがい開発財団

運営協力：滋賀県健康生きがいづくり協議会

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 2 月7日（土）

２）実施場所：コラボしが 21　滋賀県大津市

３）事業の対象：団塊世代の男女を含む中高年齢者

　　　　　　　　（健康生きがいづくりアドバイザー等）

　　　 　　 　　参加者数 95 名
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４）事業の内容

＜基調講演＞　「地域の再生と団塊・シニア世代への期待」

講師：大下　勝巳　ＮＰＯ法人 かわさき創造プロジェクト代表理事

　　　　　　　　　健康生きがいづくりアドバイザー（２１回）

内　容：団塊世代の人々が社会参加活動に取り組むことの意義、活動方法や心得などについて、画

　　　　像を交えて説明があった。

１、企業社会（タテ社会）と地域社会（ヨコ社会）の違い

　　●職場コミュニティから地域コミュニティへ ⇒ 喜怒哀楽の場の転換 

　　●仕切らない。人それぞれの思いをつなぐ ⇒ 共感＝合意形成力＝地域力 

　　●職場の肩書きより個人の肩書を ⇒ プライドの転換〜

２、地域再生の課題と解決策

　　● 地域再生の主役として生きる ⇒ 「公」－〈新しい公共〉－「私」　　　　

　　● 自助、共助のコミュニティを ⇒ 自分が動き、横につながる 

　　● 地域の再生と創造をめざす ⇒“社会関係資本”を創る

　　・社会関係資本（人間関係資本、社交資本）①つながり、②信頼関係、③お互い様の精神

３、行政、企業、団体、市民の協働の必要性

　　● 行政から市民へ「分権」の象徴・・協働 ⇒「統治」から「協治」へ 

　　● 協働とは。担い手としての市民 ⇒「公」の場で「個」を表現 

　　● 行政＝公：優先順位、公平性、平等性、 ⇒ 不特定多数の第三者利益 

４、地域コーディネーターの役割の重要性

　　● ヨコ型社会ならではの“つなぎ役”が大事 ⇒「仕切り」から「つなぎ」へ 

　　● 多様な意見・議論を編み、進める“船頭” ⇒ ファシリテーターの役割 

　　● お互いの主張を尊重しながら一致点を探る ⇒ 我が領域を含む多角的視点 

５、団塊世代の活躍の舞台と能力発揮のポイント　

　　●“健生人”の地域化、生きがいの社会化 ⇒ 生きがいには仲間が要る 

　　● テーマ型の地域と地縁型の地域を視野に ⇒ 複眼思考で生きる  

　　● 資格や肩書を掲げない、受容のココロで ⇒ 評価するのは他人 

　　●コミュニティ・ビジネス、社会起業、NPO ⇒ 地域を生きる多様なスタイル

　　● 地域の中で“生きがい名人”をめざす ⇒ 団塊・シニア世代のカウンセラー
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＜分科会＞　

テーマＡ「自治体や関係団体との協議のすすめ方」

講師：ＮＰＯ法人かわさき創造プロジェクト代表　大下　勝巳

１）協働の時代　共同 → 協同 → 協働（CO-PRODUCT）

２）協働型事業　公益的な事業

       ① 行政のみで行うよりも、市民活動団体が加わることで一層の価値を生み出す場合

      ② 市民活動団体が実施するよりも、行政が加わることで、公的資源（場、資金等）を投入し、

           さらに価値を生み出す場合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

     Ａ：市民活動団体が主体的に活動を行う領域

     Ｂ：市民活動団体が主体的に活動し、行政が資金・場所等を支援する領域（補助・助成）

     Ｃ：市民活動団体と行政が同等の役割分担により実施する領域（共催、事業協力）

     Ｄ：行政が主導し、市民活動団体が協力する領域（委託）

     Ｅ：行政が責任を持って対応すべき領域

３）協働の原則  ❶ 目的の共有   課題、達成目標を明確に。

　　（参考例）  ❷ 対等の関係   自立した存在、話し合い。

   ❸ 相互理解   異なる特性を理解・尊重

   ❹ 役割分担と責任範囲を確認 信頼

   ❺ 公開性・透明性  行政の公的資産を使用　

   ❻ 成果の振り返り  評価・検証　　

４）地域課題の発掘　公共の課題。行政との課題認識及び解決の必要性についての認識の一致。

      < 例 >　「シニア世代の自己啓発　」　

　　　　　　目的→　高齢期の健康。地域参加。住民自治。コミュニティ形成
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　〈市民団体〉 　    〈行政〉
◆事業資金の不足 ⇔ ◇公的資金
◆社会的な認知度低い ⇔ ◇行政の知名度
◆会場獲得困難 ⇔ ◇公的施設を活用
◆広報力弱い ⇔ ◇市政だより、ホームページ、公的施設等
◆専門性（テーマ設定、地域のニーズ把握講師との交渉等）
◆スタッフ動員力（会員約５０人。当日の受付等運営）
◆関連の市民団体との連携（ＮＰＯ法人連絡会等のネットワーク）
＊企画書作成、所管課への提案、事業化に向けた協議、事業内容確定・・・

テーマＢ「コミュニティ・ビジネスの展開」（３階　中会議室１）

講師：ＮＰＯ法人シービー・シナガワ理事・事務局長　松田　誠一

「コミュニティ・ビジネスが町をリードする」

１）背景

　　働き稼ぐことで、家族に会社に社会に十分貢献してきた

　　シニアになった今だからこそ…

　　本人の価値観や気持ちにシフトしてもいいじゃないか！
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　　キーワード

　　ジョブ → ワーク

　　働く → 傍が楽になる

　　義務 → ミッション

　　　セカンドステージの創業は自分創り！

　　　生きがい起業、身の丈起業

　　　一方、帰って来た社会はどうなっているのか…

　　　商店会は？　町会・自治会は？　学校は？　行政は？

２）地域の課題

　  ・都市型の特徴

　  ・地方型の特徴

　  ・共通する解決法

　  ・その解決方法（サービス）を継続的に提供し続けるために、ビジネスの手法を使う。

      「コミュニティ・ビジネスのひとつの壁」「豆腐屋はコミュニティ・ビジネスか？」

３）協働（それぞれの持ち味を持ち寄り課題を解決する）

　  ・「協働」が前提。協働して成功するのがコミュニティ・ビジネス

　  ・行政は縦割りだから私たちが活きる

４）地域活動の担い手にはいくつかのパートがある

　  ・コーディネーター　・プロデューサー（CB 起業家）　

　  ・プレイヤー（その共同経営者）    ・サポーター（ボランティアの賛同者）

      ※うまく運営するには必要なコミュニケーションスキルがある

５）活躍できる場を広げるポイント紹介、起業する前にすること

　   ① 自身の想いと地域課題をリンクさせる

　   ② 仲間を二人以上集める

　   ③ サービスを提供する人を探し出す

　   ④ 事業を人に診てもらう

　   ⑤ 他人の褌を利用する
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テーマＣ「情報支援・情報検索技術」

講師：財団法人健康・生きがい開発財団　渡辺　美佐子

１）生活ツールとしてのPC

      ・PC 情報って何？

      ・自分の楽しいToolとして

２）ネットワークの基本的な知識と技術　

      ・インターネットで何ができる

      ・ネットワークの基本

      ・インターネットの概念図

      ・URLとドメイン名について

      ・インターネット検索

３）ネットワークの検索演習の基本

      ・検索で知って得するテクニック

　　  検索情報をメモ代わりにWordやExcelに貼り付け活用する

      ・インターネットの利用で気をつけること

　　  便利さの裏に罠があることを知っていただく

      ・ネットワークの活用例　Googleメールアカウント取得とグループづくり

        情報士同士のコミュニケーションツールとして、相談者へのコミュニケーションツールとして紹介

      ・ネットワークの活用事例　

        事例１：大津市のパソコン教室　事例２：大津市の情報ネットワーク　事例３：Googleグループ日記

        マールマガジン（毎月２５日発行）　Webいきがい（毎月１日発行）　季刊いきがい（年４回２０日発行）
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４．事後評価
＜基調講演について＞

　「地域の再生と団塊世代への期待」は、講座開催の狙いに沿った時宜を得た内容であり、アンケー

トの結果によれば、たいへん役に立った６４％、役に立った３３％と、参加者の９割を超える方が

講演の中味を評価している。特に「市民と自治体との協働のあり方がよく理解できた」、「新しい公

共の考え方と市民の協働への取り組みの姿勢が理解できた」、「これからの公助、共助、自助のバラ

ンスの良い補完性の必要が納得できた」、「自分が取り組みたいと願っていたことと講演の内容がよ

くマッチしていた」等、評価の高いコメントが多くみられることから、それなりの成果を挙げるこ

とができたといえる。

テーマ 役立った（回答者） 構成比
基調講演「地域の再生と団塊世代への期待」 ６５人（６７） ９７％
テーマＡ「自治体や関係団体との協議のすすめ」 １９人（２３） ８３％
テーマＢ「コミュニティ・ビジネスの展開」 ２３人（２４） ９６％
テーマＣ「情報支援・情報検索技術」 １５人（１９） ７９％

＜分科会について＞

　分科会は３つに分かれて、グループ協議も交えながら行われたが、アンケート結果によると、い

ずれの分科会も評価が高く、それなりの成果を挙げることができたといえる。特にＡ、Ｂのテーマ

については、具体的な活動事例を取り上げたことが高い評価につながったようである。

　テーマＣの「情報収集・情報検索技術」のテーマについては、パソコンを初めて扱う初心者も参

加していたが、パソコンの使い方ひとつで、活動の広がりを期待できることが理解され、インター

ネットによる情報検索の重要性をあらためて認識されたようである。
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５．今後の課題と展望
　参加者のうち地域再生に関わるボランティア活動の経験をしたことがある方が７２％、経験をし

たことがない方が２８％と分かれており、何らかの形でボランティア活動に携わっている方が圧倒

的に多かった。

　その中味は、地域の自治体の役員、安全安心のまちづくりの委員、地域の子どもの安全対策の活動、

認知症予防のための啓発活動、公民館のサークル活動の運営、町内の環境美化のための運動、耕作

放棄地の再生、観光ガイド、傾聴・おしゃべりボランティア、独居老人に対する昼食サービスなど

多岐にわたっている。

　それぞれの地域で活動している参加者の方々が、今回の講座を受講したことにより、特に理解を

深めたことというのは、ひとつは地域をさらに活性化していくためには、自治体や他の関連団体と

の協働が必要であること。もうひとつは、自治体で解決できない地域の課題に対し、市民が中心と

なり関わっていく、「新しい公共のあり方」がこれからは必要とされること。

　今回の研修会では、このようなことを実践するためには、市民ボランティア、あるいは健康生き

がいづくりアドバイザーのようなマンパワーが地域のコーディネーターとして活動していくこと、

そのことが非常に大切であることを強く訴求できたのではないかと考える。
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―アラウンド団塊世代の地域デビュー応援講座―
輝く人生は地域のボランティア活動
　　　　　　　　奈良県健康生きがいづくり協議会

１．事業の目的
　本格的な超高齢社会を迎える中、私たちを取り巻く社会環境は急激な変化を遂げている。　　　

　このような情勢の中、団塊の世代を軸にした戦後世代が新しい価値観をもって高齢社会の仲間入

りを果たしつつある。この世代は新しいボリュームゾーンとして、新しい価値観のもと多様な活動

を展開しようとしているように見える。この世代が担う社会活動の分野は非常に大きく広がりを見

せつつあり、今住んでいる地域の文化活動や運動活動のボランティア活動も、その中の大きな位置

づけの一つになっている。これらの活動の面で多くの人材を必要としている。こうした世代を対象

として新たな「健康と生きがいづくり」をテーマに、様々なボランティア活動の基本と在り方と地

域の現状の活動などを学ぶ機会を提供する。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
主催：財団法人　健康・生きがい開発財団

主管：奈良県健康生きがいづくり協議会

後援：財団法人　健やか奈良支援財団

　　　特定非営利活動法人　奈良 NPO

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 3月6日（土）、7日（日）

２）実施場所：奈良市男女共同参画センターあすなら　奈良市三条本町 8 番 1号

３）事業の対象：アラウンド団塊世代の男女

　　　　　　　　参加者数 33 名（男性 21 名、女性 12 名）、平均年齢 67.5 歳
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４）事業の内容

＜第１日目　３／６（土）＞

Ⅰ．基調講演　「団塊世代がつくる真の健康長寿社会」

講師：國松　漸次 氏　健康生きがいづくりアドバイザー

　　　　　　　　　　 前滋賀県知事

内容：結論として、自分がしたことで、他者が喜んでくれることが、最大の喜びである、との話で 

          あった。

（１） 戦後日本の成功と失敗

　　９大成功と３大失敗についての説明。特に３大失敗のなかで、日本人の心をなくした、という

ことには、大いに納得するところがあった。

（２） 世界一長寿国日本の中身と課題

　　 世界一の長生きとその中身、異常高齢化社会の実態、高速超高齢化と未完成の老後安心システム、

病気製造社会での元気な老後、人類初の 11,000 日の長い老後、などにつき、行政での経験も交

えた講義と、健康に不可欠な最近の日本の食文化の乱れの指摘まであった。

（３） 健康長寿のためのライフスタイル

N・N・K の道と P・P・K の道、健康づくり、健康づくりの秘訣（体､ 頭､ 心）についての講

義があった。N・N・K とは、寝たきり、認知症、介護との説明に納得。

（４） 地域で支える暮らしと安心

核家族化と家族機能の崩壊、少子高齢化社会と保険の仕組み、地域でつくる新たな家族機能（子

育て、教育、介護、環境、防犯、防災）少子高齢化社会の中で、保険システムの構築は重要問

題である。

（５） これからが「あなたの出番」

求められているボランティア、求められているプロデュース、求められているコーディネーター、

求められている専門知識や経験、など出番はたくさんあり、自分がしたことで、他者が喜んで

くれる、これが最大の喜びになる。

        （付録）として、「P・P・K のすすめ１０か条」を、体験を交えての講義。
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Ⅱ．活動提案　「健康生きがいづくりのすすめ」

〜地域社会を活性化させるボランティア〜

講師：小池　喜四雄　　奈良県健康生きがいづくり協議会　会長

　　　　　　　　　　　生活習慣病予防指導士

内容：リフレッシュのため５分程度体を伸ばして講義開始。パワーポイントを使っての説明。

１） 健康生きがいづくりは楽しい

２） 平城遷都１３００年祭に因んで

３） 健康と生きがいづくりの広がり

一人称の健康生きがいづくりの事例として、有森裕子さんの“自分をほめてあげたい”を引用、

三人称の健康と生きがいを自身の生きがいとする。

４） 活躍の舞台には４つの喜びとステージが用意されている

５） サードステージを生き抜いてきた先人の達人たち（１）

「養生訓」を著した貝原益軒の人と生涯について。重要な著作は 80 歳過ぎてからの執筆というこ

とに驚いた。

６） サードステージを生き抜いてきた先人の達人たち（２）

伊能忠敬は後半生から足による測量をし、７３歳で「大日本沿海実測全図」を完成

７） サードステージを生き抜いてきた先人の達人たち（３）

曻地 三郎さんの健康法や生きがいについて。９５歳から、自分だけの自由時間を得て青春の気

に燃える、とはすごいと思った。

８） 奈良県健康生きがいづくり協議会の活動状況の説明。
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９） 人間の一生（詠み人知らず）

１０） 心は行動となり・・・・ついには運命を決す

＜第２日目　３／７（日）＞

Ⅲ．ご一緒に楽しみましょう！

「新しいスポーツ“ディスコン”はこんなに楽しい」

講師：大林　久信　氏　　奈良県健康生きがいづくり協議会　幹事

内容：ディスコンの解説と体験試合の実施（４チームのリーグ戦）

１） ディスコンワールドへようこそ！

    ディスコン誕生の由来、競技の特長・コンセプト、こんな機会にディスコンを、普及状況、など

の説明。

２） 競技の基本的な進め方

      進め方の基本、競技用具、コートの形状、チーム編成、類似スポーツについて、などの説明。

３） ディスコン体験

４） ４チームに分かれてのリーグ戦を実施。

Ⅳ．活動事例報告「ボランティア活動のすすめ（１）」

「奈良の“世界文化遺産ガイド”にかかわって」

講師：真杉　邦彦　氏　　奈良県健康生きがいづくり協議会　副会長

　　　　　　　　　　　　なら・観光ボランティアガイド

内容：ボランティアガイドを始めるきっかけなどから始め、パワーポイントを使っての「東大寺大仏殿につ

いて」のバーチャル・ガイド
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１） ボランティアの由来

２） ボランティアの本質

３） ボランティアの必要条件

４） ボランティア活動に参加して良かったこと（総理府調査）

５） 趣味や健康生きがいづくりアドバイザー活動を通じて社会参画に至った経緯

６） 「観光ボランティアガイド」への道

７） NPO 法人　なら・観光ボランティアガイドの会「朱雀」について

      設立年、朱雀の由来、活動内容、活動エリア、2008 年度実績について

８） 世界遺産と古都奈良の文化財

９） 文化財保護法に基づく国宝の件数（2006 年 7月）

10）観光ボランティアガイドの特色

11）どんなガイドの仕方があるか

12）体験からの所感

　　留意点、その他、残念な奈良観光スルーの現状を憂う(2006 年 )

13）観光とは

　　観光とは文化であり、ボランティアとは任意の労役であり、ガイドとはライブで（生きた）案内である。

14）生きがいづくりは同時に各人の生き様をつくることになる。

15）「東大寺大仏殿について」のバーチャル・ガイド
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Ⅴ．活動事例報告　「ボランティア活動のすすめ（２）」

「仲間と一緒に街づくりに取り組む」

講師：橋本　哲夫　氏　　奈良県健康生きがいづくり協議会　幹事

　　　　　　　　　　　　レクリエーションコーディネーター

内容：根無し草だった会社員が、どうやって地域に居場所を見つけたかについて。

１） 街づくりのきっかけは趣味のジョギングから

２） 登美が丘カトリッククラブとは

      ＴＣＣ走遊部とは

３） 秋篠川源流を愛し育てる会

発足のきっかけ、桜植樹まで、地域ふれあい植樹祭の開催、バラエティに富む里親の団体、主

な活動、秋篠川クリーンアップキャンペーン、桜里親の集い、秋篠川燈火桜祭り、秋篠川を歩く、

秋篠川で川遊び、受領した助成金等。

４） ひろがるネットワーク

５） 活動の効果と成果

６） これからのテーマ・夢

７） グリーンファミリーの結成

懐かしの名画鑑賞会、秋の夕暮れコンサート、ディスコン練習会、遊びの城、グリーンホール

寄席。

８） 地域の自治活動への関わり

９）  地域デビューのスタート

10）地域活動（ボランティア）への道
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４．事後評価
１）受講者アンケート結果

       ① 当講座が「役立った」と回答した人

テーマ 役立った 回答数 構成比
Ⅰ．団塊世代がつくる真の健康長寿社会 21 人 23 人 91.3％
Ⅱ．「健康・生きがいづくり」のすすめ 21 人 22 人 95.5％
Ⅲ．ご一緒に楽しみましょう！ディスコン 15 人 16 人 93.8％
Ⅳ．奈良の世界遺産ガイド 15 人 19 人 78.9％
Ⅴ．仲間と一緒に街づくり 17 人 19 人 89.5％

・アンケート回答者 25 名（各日欠席者有り）のうち、すでに何らかの地域参加活動をしている

人 15 名、地域参加活動をしていない人 6 名、無回答 4 名。( 総回答者 25 名 )

       ② 受講者の感想

・講演内容が実践的で良くまとまっていた。

・Ｎ・Ｎ・Ｋの道を歩いてきたことを反省させられた。

・知事時代の厚生省との関わりや県民のことを先の先まで考えておられたことに感銘を受けた。

・元気な老後の過ごし方に感動した。

・地域活動は、コアになる人がいれば拡がっていくものだと教えられた。

・地域社会との疎遠さをなくすことの大切さを学んだ。

・体の不自由な人でも気楽に参加できる。

・活き活きとボランティア活動されていることに刺激を受けた。

・いろんなところで活動できることを教えてもらった。もっと活動的にならねばと啓蒙された。

・体力、知力一杯に活動され、社会活動が素晴らしい。

・子どもとのふれあいを意識してゆきたい。

・しっかり学んで、今後について考えていきたい。

・これまで経験した交流会のあり方を地域でも応用して、高齢者を寝たきりにしない、させない

活動に参加したい。

・こういう会に参加し、半歩でも進めるようになりたい。

２）全体評価

　　・講師の体験談から身近なところに、ボランティア活動ができる種があることが実感できた。
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・少なくとも３人の気持ちを同じくする人が集まれば、ボランティア活動を始めることができ

ることを理解させることができた。

・講師の体験談から、ボランティア活動に取り組んでいこうという動機付けができた｡ 　

・ボランティア活動をすることに、年齢は関係がない。逆に、ボランティア活動をすることに

よって、元気に年を重ねることができることを理解させることができた。

・循環器病の後遺症を持つ人の参加もあり、障害を持つ人と健常者が共に競技できるニュース

ポーツとしてのディスコンの意義が確認できた。

５．今後の課題と展望
　大きな塊であるアラウンド団塊世代の動向が社会に与える影響には大きなものがある。想像を絶

する今後の超高齢化社会に向け、この団塊世代の力を有効に活用することが重要であるが、一方、

このことを団塊世代そのものが自覚することも重要である。

　今回のアラウンド団塊世代を対象にした「地域デビュー」応援講座は、アラウンド団塊世代の参

加者が全参加者の約１／３に留まったことが、一つの問題点となろう。

　また、公民館等公的施設に配置したチラシからの反応は、皆無に近い状態であり、近隣の健生の

ご協力や奈良健生メンバーによる知人への呼びかけにより、参加者の確保ができたのが、現状である。

　これからの超高齢化社会の問題点を提示し、その一つの解決策としての、地域ボランティア活動

の重要性と、それに関わる団塊世代の役割を自覚させる方策が必要と思われる。

　一方、団塊世代を地域ボランティア活動に引きこむ切っ掛けづくりの仕組みを考えていくことも

必要であると思われる。
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「地域再生ボランティア講座」
団塊世代の地域再生ボランティア養成講座
　　　　　兵庫県健康生きがいづくり協議会

１．事業の目的
① 元気高齢者予備軍の宝庫は企業内にあると考え、社員の地域参加意誠を在職中に啓発する。

② ボランティア元年と言われた平成７年から１５年の歳月を経たが、市民による共助意識を風化さ

せることなく、ますます固い絆の市民社会づくりの人材を育てる。

③ これからの地域再生の要は、昭和２０年代生まれの世代であると位置づけ、その世代の地域参加

意識の啓発を進める。

２．事業の実施休制及びその他関係団体との連携
①実行委員会

　実行委員　佐野　好彦、三谷　武士、西村　千代子

　事務局　　笠井　佳子

　顧　問　　小西　忠勝

②協力依頼先

　企業８８社、神戸市中央区 17 地域福祉センター、ＮＰＯ法人兵庫県生きがい創造協会、

　兵庫県社会福祉協議会

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 2 月20日（土）と2 月28日（日）

２）実施場所：神戸市立婦人会館（神戸市中央区橘通 3 丁目4−1）

３）事業の対象

　　① 神戸市近隣企業の定年前社員

　　② 神戸市中央区内市民

　　③ NPO 法人管理者

　　④ ボランティアサークル会員
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　　⑤ 昭和 20 年代生まれの健康生きがいづくりアドバイザー

　　参加者第一回（2月20日　一講、二講、事例発表）　　　29 名

　　　　　第二回（2月28日　三講、四講、グループ討議）　28 名

4）事業の内容

　地域の安全安心の要となるのは、2000 万人元気高齢者であるとするならば、地域再生のキーパーソンと

なるのは、団塊世代を含む昭和 20 年代生まれ世代であると言える。

　本事業の狙いは、そこにあるものと考えた。

　それをふまえ当協議会は、限られた時間内で、目的に合致した世代の受講者をどのように集めるかにつ

いて議論を繰り返した。

　プログラム等事業内容の記述の前に、募集活動のために決めた人集めのコンセプトについて申し上げる。

　募集対象を5 つのグループに分類した考え方を採択した。

（グループ・Ａ）

「在職中の従業員に対し地域活動についての意識啓発をすることは、これからの企業の社会的使命である」

県内数千の企業の中から、神戸市を中心に８８社をリストアップし、ＤＭを郵送し、後日主要企業を訪問し

説明した。

◎ 狙いは；

① 団塊世代及び次の世代を最も多く、まとめて抱えているのは企業である。

② 定年後地域にソフトランディングするために、在職中の社長に対し地域参加の意誠啓発が必要である。

③ 定年後（在職中も含め）従業員が地域活動に参加する人材を育成することは、企業にとって重要な社会

貢献活動である。

（グループ・Ｂ）

「地域の再生は地域の住民でやる、地域のフリーライダーをなくす」

町内会を統括している地域福祉センター（中央区内１７ケ所）に対し、ＤＭを郵送し、町内会への働きかけ

の協力を依頼。

◎ 狙いは；

① 町内会の人材の掘り起こしと人脈づくり。

② コミュニティ・ワークの発見からコミュニティ・ビジネスヘの展開によって、地域を活性化させる学習の場

とする。

③ 町内会の再評価につなげる学習の場とする。
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（グループ・Ｃ）

「目的の異った NPO 法人の連携のつなぎの場とする」

５つのNPO 法人に働きかけ、３ＮＰＯ法人の代表者、事務局長が参加した。

◎ 狙いは；現に活動中のNPO 法人が連携して地域の再生に協働する仕掛けづくり。

（グループ・Ｄ）

「健康生きがいづくりアドバイザーの生きがい、働きがいのコミュニティ・ビジネスの学習の場とする」

昭和２０年代生まれの健康生きがいづくりアドバイザーに呼びかけた。

◎ 狙いは；これから健生を支えるアドバイザーの活動は、生きがいと働きがいを追求する

 　コミュニティ・ビジネスであることに着眼するキッカケづくりとする。

（グループ・Ｅ）

「若手（６０歳前）の生涯学習機関やボランティアサークルの活動者へのＰＲ」

◎ 狙いは；地域密着の活動家が地域再生というテーマにあらためて注目する機会の提供。

＜プログラム＞

（1）開催日時とその内容

　　平成 22 年 2月20日（土）

　　13：00 〜14：45「超高齢社会における新しい社会資源としての団塊前後の世代」

　　　　　　　　　「事例発表」

　　15：00 〜16：50「定年後のフィナンシャルプラン」
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　　平成 22 年 2月28日（日）

　　13：00 〜14：45「定年後のボランティア実践体験論」

　　15：00 〜16：45「地域で自分の強みを活かして生きる」

　　　　　　　　　「グループ討議による意見交換会」

（2）開催場所　神戸市立婦人会館（神戸市中央区橘通　3 丁目4－1）

（3）募集人員　30 名　昭和 20 年代生まれの男女

（4）内容：講師

　　＜第一講＞　講師：佐野　好彦　兵庫県健康生きがいづくり協議会顧問

　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス・ケア・アテンダー　インストラクター

　　　　　　　　超高齢社会における新しい社会資源

　　　　　　　  ・超高齢社会の到来

　　　　　　　  ・新しい社会資源としての団塊後の世代への期待

　　　　              （自立のすすめ、地域社会の安心安全の要）

　　　　　　　  ・コミュニティ・ビジネスの時代

　　　　              （町内会の再評価、ＣＢの目的、ＣＢと企業・役所との違い、ＣＢ企業の心構え）

　
　　＜第二講＞　講師：辻　　龍平　辻社会保険労務士事務所代表

　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士

　　　                定年後のファイナンシャルプラン

　　　　　　　  ・ライフプランニングの狙い

　　　　　　　  ・中高年の経済的基盤を考える
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　　　　              （老後の生活費の目安、６０歳以降の基本生活費、老後の生活保障の３本柱、公的年

                            金は暮らしを変える大きな柱、キャッシュフロー表の活用）

　　　　　　　  ・課題解決のための一般的な着眼点

　　　　              （就業、家計費のスリム化、金融資産の運用、生活保障の考え方、医療保険について）

　　　＜第三講＞　講師：松本　竹生　   コミュニティ・ソーシャルワーカー　社会福祉士

　　　                第３の人生を豊かに生きる

　　　　　　　  ・会社人間から社会人間へ

　　　　　　　  ・第３の人生を考える

　　　　              （仕事と生きがい、ボランティア、趣味と生きがいと、私の身近な人生の達人）

　　　　　　　  ・定年後は、地域の中で生き生きとした第３の人生を！

　　＜第四講＞　講師：小西　忠勝　　兵庫県健康生きがいづくり協議会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高砂市ボランティア連絡協議会事務局長

　　　                地域で自分の強みを活かして生きる

　　　　　　　  ・人は縁で生かされている

　　　　　　　  ・人は何を支えに生きているのか

　　　　　　　  ・「生きがい」を感じる時に共通するもの

　　　　　　　  ・人とのつながりをスムーズにするために

　　　　　　　  ・自分が感じる生きがいと地域活動との接点を見出す

　　　＜事例発表＞　講師：小林　敬子　ＮＰＯ法人　ゆう工房

　　　                             西山　路子　同上

　　　                    定年後のボランティア実践の体験発表
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４．事後評価
　今回の事業参加者を募集するに当たって、呼び掛ける対象を５つのグループに分類して募集した

事は事業内容（３－４）で詳述のとおりであるが（グループＡ）の企業への募集活動を除いては（企

業の反応については後述）ほぼ想定の範囲内であった。

　参加者は次のような人たちであった。

　定年前の会社員、神戸市中央区市民、ＮＰＯ法人管理者、地域ボランティア活動家、ボランティ

アサークル会員、公民館館長、ヘルパー、市民スポーツ指導者、音楽療法士、昭和２０年代生まれ

の健康生きがいづくりアドバイザー等々である。

　さて、ここで最も期待したにもかかわらず、満足する成果を得られなかった企業の反応について、

今後の課億として反省と検証をしておきたい。

　企業サイドが、今回のテーマに対して関心が薄かったのではなく、原因は当方のアプローチのタ

イミングに問題があったと言える。

　以下に、企業の反応について述べる。

1）このような講座の受講はあくまでも個人の問題であって、業務命令で行う事は出来ない。

2）従業員が個人的にボランティア活動とか、地域活動に参加することには企業は関与しない。

3）個人の問題であっても、仮にそのような講座があることを従業員に広報する（掲示板とか社内報

　 で）場合でも、遅くとも 2 ケ月前に申し出てもらわないと、広報手続きが間に合わない。

4）趣旨に賛同して、企業として社長研修の一環として講座を実施する場合は、年度社員教育計画の

立案の段階で提案していただきたい。

5）社会貢献活動として、地域ボランティアに社員を派遣する場合は、災害等緊急の場合を除いては、

通常の社内決裁の手順をふまえなければ、担当部書としてはアクションを起こせない。その場合、

稟議から決裁までの所定の時間が必要となる。

　以上の企業サイドの所見から、次の事を今後に活かしたい。

1）中堅企業、大企業に対し正面玄関から提案する場合は必要な日数を十分に考慮すること。

2）時間的余裕のない場合は、決裁に日時を要さない、中小零細企業に対しアプローチすること。

3）連合等労組を窓口とする場合も、決定の為の一定の期間を要することを配慮して提案すること。

4）企業に対し、社会活動がこれからの企業の社会的使命であり、社会貢献活動に参加する従業員の

育成がその第一歩であることを息長く働きかけていくこと。 
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　本事業実施にあたって特に工夫し試行したことは、以下の２点である。

1）“魚を得るためには魚の居るところに釣り糸をたれよ”の言葉のとおり地域再生の人材源は、①

企業内　②広域町内会であると位置づけ、情報の収集とアプローチを試みたこと。

2）地域内の NPO 団体の連携の“つなぎ’の工夫によって地域再生のあらたな効果が期待出来るの

ではないかと“つなぎ’の役割を試みたこと。

５．今後の課題と展望
　前項の記述と重複するが、今後の課麓と展望として、地域再生の人材発掘の 2 本柱と、地域再生

のためのコミュニティ・ビジネスの展開について述べる。

1）地域再生の人材発掘の２木柱　―　人材群の宝庫

　　① 将来の地域再生人材は企業内にある。

発掘しなければ“かくれ資産”である。企業内の団塊世代とそれ以降世代に対する社員研修シ

ステムを企業に提案し“かくれ資産”を“社会資源’’に転換させる。

　　② 広域町内会を単位とした人脈づくり。

地域の再生は、地域の住民でやる、が鉄則であり、その人脈の情報源は町内会にある。生活協

力、共同管理機能を持つ町内会は日本の文化資産と言える。

血縁、職場、趣味等には関係なく“そこに住む”という一点のみ共有している町内会の再評価

が問われる事になる。

2）コミュニティ・ビジネスによる地域再生の期待

　地域の中で、生きがいと働きがいを見つける職・住一体の住民主体の地域事業が今後の地域再

生に大きな貢献をするものと期待される。

　　① 社会貢献　　　住民主体の地域の人と資源の活用

　　② 雇用を生む　　適正規模、適正利益のビジネスによる継続性

　　③ 事業性　　　　ボランティアと企業との中間領域

　こうしたコミュニティ・ビジネスの特徴をふまえ、地域再生の重要な課題として今後積極的な

取り組みが必要であろう。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

団塊世代の地域デビュー応援講座
“いま新たな自分に出会うとき”
　　　　　久留米大学比較文化研究所福祉コミュニティ研究部会

１．事業の目的
　本格的な超高齢社会を迎え、誰もが地域で安心して暮らしていくためには、地域住民の支え合い

や助け合いがより一層重要になっている。こうした中、団塊の世代が培ってきた知恵と人的ネット

ワークを地域の支え合い、助け合いに還元する必要性が高まっている。そこで今回、団塊の世代を

対象に地域活動やボランティア活動のデビューを目指して学び合い、体験する講座を企画した。

２．事業の実施体制及びその他の関係団体等との連携
主管：久留米大学　比較文化研究所　福祉コミュニティ研究部会

後援：久留米市

　　　久留米市社会福祉協議会

　　　久留米市生きがい健康づくり財団

３．実施した事業の概要
１）実施日：平成 22 年 2 月20日（土）および 2 月27日（土）

２）実施場所：久留米大学　御井学舎１０００号館

　　　　　　　久留米市御井校区コミュニティセンター、高良大社

３）事業の対象：団塊世代の男女　参加者数 34 名（男性 15 名、女性 19 名）
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Ⅱ　養成講座の実施報告

4）事業の内容

＜第 1日目　2 月 20 日（土）＞　

Ⅰ．講義　「シニアネット久留米・その他の中高年グループの活動紹介」

講師：今津　一躬　氏　　NPO 法人　シニアネット久留米　理事長

内容：NPO 法人シニアネット久留米（SNK）の活動紹介

① SNK は、1998（平成 10）年 4月に発足した日本のシニアネットの草分けである。多彩な活動を通じて、「学

ぶ」「遊ぶ」「地域につくす」「奉仕する」をモットーに会員の生きがいづくりや仲間づくりを支援している。

②「学ぶ」活動としては、ワード・エクセルの活用、ブログの作成、ホームページの作成、デジカメの活用

などパソコン講座を行っている。

③「遊ぶ」活動としては、音楽バンド、ふるさと探検、英語で歌う会、シネマ倶楽部、社交ダンスなどの各

種サークル活動を行っている。

④「地域につくす」活動としては、総務省や福岡県、久留米市などの事業委託や個人、企業の依頼による

ホームページの作成などを行っている。

⑤「奉仕する」活動としては、筑後川流し灯篭保存会への協力、地元小学校への教育支援ボランティア、

各種施設の慰問やイベントへの出演等を行っている。
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Ⅱ　養成講座の実施報告

Ⅱ．パソコン体験　「パソコンでまちづくり情報を収集・発信しよう！」

講師：今津　一射　氏　NPO 法人　シニアネット久留米理事長　他会員数名

内容：ワードを使った名刺づくり

参加者全員にオリジナルの名刺を作成してもらい、名刺の交換を行った。名刺をお互いに交換し合う

ことで、新たな仲間づくりに繋がった。

＜第 2 日目　2 月 27 日（土）＞

体験型講座「御井町・高良山を巡る歴史観光ボランティアガイド体験講座」

講師：山口　義光　氏　　高良山歴史観光ボランティアガイドの会　代表　他会員数名

高良山の歴史についてパワーポイントを使用した説明（30 分）

コース：「御井校区コミュニティセンター」⇒「袴着天満宮」⇒「祇園山古墳」⇒「岩不動」⇒「愛宕神社」

⇒「桃青霊神社」⇒「高良山神籠石」⇒「即心の墓」⇒「大学稲荷神社」⇒「高良大社」

　　　　高良大社にて、高良山の歴史や史跡に関する小講義
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Ⅱ　養成講座の実施報告

高良大社境内の見学、神輿蔵の見学など

「不動坂」⇒「中院坂」⇒「蓮台院御井寺跡」⇒「背くらべ石」⇒「南谷水門跡」⇒「高樹神社」

⇒「御手洗池」⇒「仙涯記念碑」⇒「水名荘」⇒「御井校区コミュニティセンター」

御井町や高良山、高良大社などの史跡を巡り、地元の歴史や文化についての理解を深めた。

４．事後評価
◇アンケート集計結果

講義「シニアネット久留米・その他の中高年グループの活動紹介」およびパソコン体験「パソコ

ンでまちづくり情報を収集・発信しよう！」について

（第 1 日目　2 月 20 日（土）　実施分）

１）回収枚数：13 枚

　　回答者の性別　　男性：7 人、女性：6 人

　　回答者の年齢　　50 代：4 人、60 代：5 人、70 代：4 人

２）今回の講座の満足度

　　とても満足した：4 人、まあまあ満足した：9 人、あまり満足できなかった：0 人、

　　かなり不満がある：0 人 

３）今回の講座は今後の活動のために役に立ちましたか。

　　とても参考になった：8 人、少し参考になった 3 人、

　　あまり参考にならなかった：0 人、無記入：2 人

　　今回の講座の感想

　　・初めて（パソコンを）体験し、難しい事が分かりました（男性 70 代）。

　　・名刺が必要な生活をしていないので、でもワードの勉強をしたいと思いました（女性 60 代）。

　　・シニアネットという組織の概要を周知することができ、関心を持った（男性 70 代）。

　　・パソコンに親しめました（女性 60 代）

　　・今まで名刺を作ったことがなかった。大変役に立ちます（男性 60 代）

　　・パソコンが楽しかった。勉強になりました（女性 50 代）

　　・シニアネットの活動がよくわかった（男性 60 代）

 ４）シニアネット久留米の色々な活動の中で参加したいというものはありましたか。

　　・デジタルアーカイブ（自分の知識を活かせそう）、流し燈篭（自宅が近く、河川の汚染防止

に関心がある）（男性 70 代）
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　　・在宅ホスピスボランティアは自分の為になると思いました（女性 50 代）。

　　・農園、ウォーキング（女性 60 代）。

　　・ニコニコステップ（女性 60 代）

　　・もう少し活動の種類について情報が欲しい（男性 60 代）。

　　・つばきウォーク、水の祭典おどり参加（女性 50 代）

５）パソコンは高齢者の人生に必要だと思いますか。

　　ぜひ必要である：9 人、ある程度必要である：4 人、

　　あまり必要だと思わない：0 人

６）今回のような講座は今後も継続した方が良いと思いますか。

　　継続した方が良い：13 人、今回だけで良い：0 人

　　継続するときのご希望のテーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　インターネット。年賀状作成。長寿社会の健康について。デジカメなど。

７）今回の企画についてや、久留米大学に期待したいこと。

　　・退職後何かをしたいと思っていても何をどこでやったら良いのか分からない人は、ずいぶ

ん居ると思っています。そういう人達が発掘できたら良いと思います（女性 50 代）。

　　・情報発信（男性 50 代）。

　　・非常に分かりやすく、今後とも是非継続をお願いします（男性 60 代）

　　・夏以降、年賀状作りなど、地域との交流の機会を作ってください（女性 50 代）

体験型講座「御井町・高良山を巡る歴史観光ボランティアガイド体験講座」について

（第 2 日目　2 月 27 日（土）実施分）

１）回収枚数：21 枚（学生ボランティア 4 人を含む）

　　回答者の性別　　男性：14 人、女性：7 人

　　回答者の年齢　　50 代：3 人、60 代：10 人、70 代：4 人、20 代：4 人

２）今回の講座の満足度

　　とても満足した：19 人、まあまあ満足した：1 人、

　　あまり満足できなかった：0 人、かなり不満がある：0 人 、無記入：1 人

 ３）今回の講座は今後の活動のために役に立ちましたか。

　　とても参考になった：18 人、少し参考になった 2 人、

　　あまり参考にならなかった：0 人、無記入：1 人
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今回の講座の感想

　　・  久留米昔話の読む会に所属していますが、その中に出てくる話もあり、理解しやすかった

　　　（女性 50 代）。

　　・ 高良山には度々来ているが、知らない事がたくさんあり、とても勉強になった（男性 60 代）。

　　・ 久留米に長年住んでいて、何も知らなかったので、とても興味が深まりました（女性 60 代）。

　　・  郷土史をもう少し体系づけて紹介して欲しい（男性 60 代）。

　　・  我が故郷の再発見があり、我が人生の原点をより詳しく知ることは非常に有意義である

　　  （男性 60 代）。

４）団塊世代が地域活動やボランティア活動をしていく上で、「地域の歴史観光を巡るボランティ

アガイド」のような活動は、今後必要だと思いますか。

　　ぜひ必要である：17 人、ある程度必要である：4 人、

　　あまり必要だと思わない：0 人

５）あなたの住む地域で、団塊世代の人々の地域の歴史観光を巡るボランティア活動を定着させ

るためには、今後どのような取り組みが必要だと思われますか。

　　・  楽しいことであることを経験して頂くこと（男性 60 代）。

　　・  地域の広報紙等でＰＲする。身近な広報紙で周知してもらう（50 代女性）。

　　・  地域の人に知っていただくことが必要（女性 60 代）。

　　・  専門的知識の人が居て、関心のある人々を教育する（男性 60 代）。

６）団塊世代の地域デビュー応援講座のような講座は、今後も継続した方が良いと思いますか。

　　継続した方が良い：20 人、今回だけで良い：0 人、無記入 :1 人

　　継続するときのご希望のテーマ：文化の伝承。地名の由来、など

 ７）今回の企画についてや、久留米大学に期待したいこと。

　　・  とても良かったので、もっと多くの人に教えたかった（女性 50 代）。

　 　・ 今回の講座をあじさいの時期（9月頃）やもみじの時期にすると楽しさが伝わるのではないか。

　　　 今回はどうもありがとうございました（女性 60 代）

　　・  地域の人々に対して、今回の様な教宣活動の場の提供をお願いしたい（男性 60 代）

　　・  是非次回の企画を待っています（男性 60 代）。
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５．今後の課題と展望
　人生経験豊富な団塊世代が積極的に地域活動やボランティア活動に参加することによって、地域

住民の支え合いや助け合いがより一層活性化すると考えられる。今後は、本事業をきっかけに継続

的に参加できる機会の確保や団塊の世代が培ってきた知恵と人的ネットワークを地域の支え合い、

助け合いに還元できる体制の整備が必要である。
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　今、地域社会は、福祉、健康、子育て、青少年育成、環境問題、防災など、さまざまな課題が山

積しており、その解決に向けて、行政（国、自治体）や企業、団体、市民と協働できる地域の力が

強く求められている。そのために７００万人とも言われる団塊世代の方々が、これまでに培ってき

た知識や技術を活かして、活力ある地域づくりに参加することは、わが国が置かれている状況から

みてたいへん重要なことである。

　また、そのことは団塊世代に人々にとっても、自分自身の生きがいづくりにもつながることになり、

社会的にも意義のあることである。特に２０１２年問題とも言われているとおり、２年後には再雇

用や継続雇用で引き続き企業で就業していた方々も退職して、地域に戻ってくることが予想されて

おり、これらの人材が地域に埋もれることなく、活躍していくためには、その仕組みづくりが求め

られることになる。

　そのような意味で、このたび実施した「団塊世代の地域再生ボランティア養成事業」の意義はた

いへん大きいと考える。

　本事業は要約すると、①対象：団塊世代に対して、②手法：講座を行うことによって、③意図：

地域再生に関わるボランティアになってもらう、ということである。つまり、キーワードは、団塊

世代、地域再生、ボランティアの３つである。

　事業を実施するにあたっては、団塊世代にどうやって講座に参加してもらうかが、一番の大きな

ポイントになると予想した。実際、講座を実施してみて、団塊世代に参加してもらうというのは、

かなり難しいことがわかった。

　この事業の成果は何かと考えるとき、団塊世代の方にどれだけ講座に参加してもらったかではな

く、その参加者がどれだけ「ボランティア活動に参加することになったか」にあるといえる。しかし、

その成果を計るということは、参加者にその後アンケートを取るなどして確認しないかぎり、正確

に把握することはできないというのが現状である。

　今回の事業における工夫点としては、団塊世代に向け「地域再生ボランティア養成講座」という

ことをストレートに出さずに、「団塊世代の地域デビュー応援講座」として実施した点が挙げられる。

（北海道、愛知県、奈良県、福岡県）

　このやり方で、まず団塊世代に地域に目を向けてもらう、近づいてもらう、そこから次にボラン

ティアにつなげるという手法は効果的であるといえる。

　

 

Ⅲ　事業全体について
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Ⅲ　事業全体について

　今回の事業で、団塊世代を対象に地域再生ボランティアへとつなげるために、実際に行われた講

座の数多くのプログラムが、この種の事業を展開する際の有益なデータとして蓄積できたことが成

果の一つといえる。

　最後に、今後のこのような事業の展開にあたっての課題ということで、次の２点を挙げておく。

① 団塊世代が参加できる環境づくりと参加しやすさへの配慮

いかに団塊世代という対象の関心・ニーズに合わせて企画を立てるか、そしてその団塊世代が集

まり、ふれ合う「場」を設定するかを考える。

② 効果的なＰＲと連携体制と組織的な実施

インターネットなど、情報手段をフルに活用して参加の告知を行う。企画から参加者募集、当日

の運営まで、それぞれの地域の関係団体等と連携し、強力な実施体制を作り、組織的に実施する。
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