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はじめに 

 

 近年進行する、少子・高齢社会の中で、地域社会は大きく変容するとともに核家

族化や連帯感の希薄化などにより、子育てに悩む母親の増加、小・中学校での「い

じめ問題」の発生など、子どもたちを巡る大きな社会問題が顕在化してきておりま

す。 

 シニアクラブ活動においては、従来から子どもたちとの交流を中心にした世代間

交流事業・伝承活動を実施してきました。また、県の支援を受け「シニア世代と子

どもとの共通体験機会創出事業（ふじさんっこ応援隊事業）」を実施しております。 

 今回、「令和元年度ふじさんっこ応援隊モデル事業」として 15 市町・地区連合会・

単位クラブで取り組まれた活動を事例集として発行いたしました。 

 シニアクラブが取り組む「ふじさんっこ応援隊」の活動は、各市町連合会・地区・

クラブでも熱意と工夫に溢れ、地域における、クラブの役割として大変期待されて

おり、着実に存在感が増しています。 

地域の特性や経験・技能を生かした活動を他市町連合会においても是非参考にし

て、子育て支援活動を通し、未来を担う子どもたちのための安心で安全な環境づく

り、明るく住みよい地域づくりを進めましょう。 

 なお、平成 26 年度まで発行していた「ふじさんっこ応援隊基本台帳」は、シニア

クラブ静岡県ホームページ（http://www.senior-club-shizuokaken.jp)内で、更新・掲

載しております。 

 

 

 

 

 

  令和 2 年 3 月吉日 

                          シニアクラブ静岡県 

                            会長 寺田 佳弘 
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活動内容 

伝承活動 ：地域の行事や文化伝承活動などを通しての交流 

昔遊び ：昔の遊び、昔ばなしを通しての交流活動（ものづくり・昔遊び等の指導） 

スポーツ交流 ：軽スポーツを通しての交流活動 

見守り活動 ：地域見守りパトロール、安全安心まちづくり等の活動 

食育での交流 ：食育を通しての交流活動 

支援拠点交流 ：地域子育て支援拠点等の子育て・託児サロンでの協力活動（育児支援・若

い母親グループとの交流） 

その他  ：シニアクラブが実施する子育て支援に関する事業活動 

 



                                支援拠点交流 

連合会名                                             

伊豆市シニアクラブ連合会         

                                         

単位クラブの活動 
事業実施主体：『修善寺支部 修善寺シニアクラブ』    （託児サロンでの支援） 

事業の概要 

（1）内容 

・子供の遊び相手となり、子育てを応援する。 

（2）活動日 ・令和元年９月 13 日（金） 

（3）会場 ・いきいきプラザ 

（4）参加者 ①交流対象者名     伊豆市在住０～２歳児 

②交流参加者数                       24 名 

③会員参加者数               ７名 

（5）講師又は指導者数 延べ                      名 

事業の成果と課題 ・０歳～２歳児までの乳児たちの遊びの場となり、様々な交流

を図ることができ、私達会員もパワーをもらいました。 

・次回も子供たちに喜ばれる企画や手作り品をシニアクラブ

会員で考えていくことが課題となりました。 

      

【活動の様子】 

 

   
 

 



                                  スポーツ交流                  

単位クラブの活動 

事業実施主体：『修善寺支部 修善寺シニアクラブ』    （保育園運動会での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・保育園の運動会にて、輪投げ・玉入れなどを一緒に行い、園

児たちとの交流を図る。 

 

（2）活動日 ・令和元年 10 月 16 日（水） 

（3）会場 ・修善寺小学校体育館 

（4）参加者 ①交流対象者名     修善寺保育園園児 

②交流参加者数          200 名 

③会員参加者数           ８名 

（5）講師又は指導者数 延べ                 名 

事業の成果と課題 ・雨降りが続き、土日両日とも開催できず延期となりました

が、修善寺小学校の校長先生が体育館を貸して下さったの

で、水曜日に実施しました。当会が予定していた輪投げや玉

入れは行わず、借り物競争に参加し、子供とじゃんけんをす

るなどして楽しい触れ合いが生きがいにも繋がりました。 

・運動会を終えた園児たちに、折り紙で作った小物入れ、手提

げ袋、こま、つまようじ入れなどをプレゼントするととても

喜んでくれる姿もまたシニアパワー全開の源となりまし

た。 

 

【運動会の様子】 

      
 



                                     昔遊び                

単位クラブの活動 
事業実施主体：『修善寺支部 修善寺シニアクラブ』      （学校祭での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・竹細工、折り紙を教えたりして昔の遊びを伝える。 

輪投げ・ボーリングも同日開催。 

 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 16 日（土） 

 

（3）会場 ・修善寺小学校 

 

（4）参加者 ・交流対象者名     修善寺小学校全児童 

・交流参加者数           100 名 

・会員参加者数            10 名 

 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                   1 名 

 

事業の成果と課題 ・楽しい学校祭「だるまっこフェスティバル」、沼津市のエジ

ソンさんが修善寺小学校に来て、色々と作ってくれました。 

 また、竹細工や竹鉄砲などで子供たちに遊んでもらい、シニ

アクラブ会員と共に昔遊びを楽しみました。また、サプライ

ズで行う餅まきは前日の真夜中まで準備にかかるのです

が、子供たちは大喜び。皆仲良く、拾えない子には高学年の

子があげるなどとてもよい光景を目にすることもあり、昔

遊びを通して子供たち同士の交流にも繋がったと思いま

す。 

・課題としては、もっとたくさんの昔遊びを伝えていきたいの

で、交流時間や場を増やしていけるよう PR していきたい。 

 

 



【活動の様子】      

     
 

        

        



伝  承  活  動 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『修善寺支部 修善寺シニアクラブ』   （こども広場 in いずへの参加） 

事業の概要 

（1）内容 

・竹細工、折り紙、大根鉄砲等を教え伝える。 

 乳幼児～小学生、保護者との交流。 

 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 17 日（日） 

 

（3）会場 ・中伊豆ふれあいプラザ 

 

（4）参加者 ・交流対象者名     伊豆市内親子 

・交流参加者数        210 名 

・会員参加者数         10 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                名 

 

事業の成果と課題 ・シニアクラブとして「こども広場 in いず」に参加して、子

供たちと竹とんぼや大根鉄砲ボーリングや輪投げなどで遊

んだり、一緒に折り紙を折ったり、子供たちは笑顔になり、

シニアも元気になる活動となりました。また、地域の方と交

流や他地域のシニアクラブの方たちも来ていて、多くの方

と繋がりが持てました。 

・課題としては、もう少し興味を持ってもらえるブースをつく

り、子供たちともっとたくさん交流ができるように工夫し

ていきたいです。 

 

  

 

 

 
 

   



見守り活動 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『修善寺支部 本立野城山クラブ』      （登校時の見守り活動） 

事業の概要 

（1）内容 

・月２回（第２・第４月曜日）朝７～８時の間、区内３か所に

て子供たちの登校見守りを兼ねて交通安全指導を行う。 

 

（2）活動日 ・令和元年６月 10 日（月）～令和２年３月９日（月） 

 

（3）会場 ①東小学校前正門 ②オハヨー堂商店前 ③遠藤橋バス停 

 

（4）参加者 ①交流対象者名     修善寺東小学校児童 

②交流参加者数           120 名 

③会員参加者数            15 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                 285 名 

 

事業の成果と課題 ・事業計画に基づく地域社会の貢献の一環として、修善寺東小

学校生徒の登校時の安全の一助となるよう交通指導を行っ

てきました。子供たちと「おはよう」などの挨拶を自然と交

わしていく中で信頼関係を築くと共に安全安心の地域づく

りに繋がっています。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



伝  承  活  動 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『修善寺支部 本立野城山クラブ』     （盆踊りの指導） 

事業の概要 

（1）内容 

・子供たちに守本尊祭典での盆踊りの指導をする。 

 

 

 

（2）活動日 ・令和元年８月 24 日（土） 

 

（3）会場 ・本立野公民館、東小グラウンド 

 

（4）参加者 ①交流対象者名     本立野区内在住の子供  

②交流参加者数             53 名 

③会員参加者数             25 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                 名 

 

事業の成果と課題 ・盆踊りの練習や祭典を通して、子供たちと交流を図ることが

でき、大変良かった。中央踊り屋台で楽しく踊る子供たちや

地域のみんなが集い、大変盛り上がった。 

 

 

 

 

 
 

                          



 



                                見守り活動 

連合会名                                             

シニアクラブ御殿場市         

                                         

単位クラブの活動 
事業実施主体：『永原永寿会』                 （南っ子見守り隊） 

事業の概要 

（1）内容 

・毎週火・金曜日（休校日は除く）の生徒下校時に御殿場市萩

原の永原地先の２地区でパトロールを実施。 

（2）活動日 ・平成 31 年４月１日～令和２年３月 31 日 

 

（3）会場 ・御殿場市立南小学校近隣 

 

（4）参加者 ①交流対象者名   御殿場市立南小学校近隣小学児童 

②交流参加者数                        約 200 名 

③会員参加者数                １日２名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ            年間    172 名 

 

事業の成果と課題 ・下校小学生の犯罪や事故遭遇抑止力になり、小学生との交

流、小学校への関心も高まりました。また、パトロール当事

者（シニアクラブ会員）たちが社会の一員として自覚を深め

ることが出来ました。 

・現在週２日実施しているが、１日でも実施日を増やしていけ

るように考えていきたいです。 

 

 

 

      



【活動の様子】 

 



                                そ の 他 

連合会名                                             

シニアクラブ裾野         

                                         

単位クラブの活動 
事業実施主体：『シニアクラブ須山』          （ふれあい交流会の開催） 

事業の概要 

（1）内容 

・須山幼稚園との交流 

①輪投げ、ダーツ、グラウンド・ゴルフゲームを一緒に楽しむ

ことで園児と高齢者の交流を深める。 

②運動会に参加して園児たちが日頃の成果を披露、園児たち

と玉入れを共に楽しむ。 

③オセロ、カルタ取り、あやとり、けん玉、駒回しなどを楽し

み富士山の歌を園児と一緒に歌う。 

（2）活動日 ①令和元年６月 12 日（水） 

②令和元年 10 月 15 日（火） 

③令和元年 12 月 11 日（水） 

（3）会場 ・須山幼稚園 

（4）参加者 ①交流対象者名       須山幼稚園児 

②交流参加者数                     26 名（園児） 

③会員参加者数            19 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                12 名（幼稚園の先生） 

事業の成果と課題 ・園児と高齢者が一緒に遊びや行事で共に競技を行うことに

より相互の交流が深まりました。 

・毎年恒例の行事となり、園児、シニア会員共に交流を楽しみ

に待っており、園児たちは元気いっぱいの挨拶を交わして

くれるようになり、シニア会員もまた活動交流が生きがい

の一つに繋がっている。 

 

 



【活動の様子】 

      
 

そ の 他 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『シニアクラブ深良』      （保育園児とのふれあい、交流事業） 

事業の概要 

（1）内容 

誕生会に参加 

・園児と踊りや歌の合唱 

・先生の寸劇披露、会員の歌の披露 

・お誕生会で園児全員にプレゼントを渡す。 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 26 日（火） 

（3）会場 ・深良保育園 

（4）参加者 ①交流対象者名  深良保育園園児、先生方、老人クラブ会員 

②交流参加者数    園児 73 名 先生方５名 

③会員参加者数            11 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                  名 

事業の成果と課題 ・保育園側と事前に打合せをし、園側の希望で核家族化が進

み、園児たちの家庭にお年寄りがいない家庭が多く、お年寄

りと接することが大事と園長先生より「誕生会」におじいち

ゃんおばあちゃんとして参加してほしいとの要請があった

ので今回は「誕生会」での交流となった。園児たちはどんな

印象だったのだろうかと心配なところもあるが、一緒の時

間を過ごしたことで少しでも親近感を持ってもらえたと思

うので、また交流を深める機会をつくっていけるようにし

たいです。 



【活動の様子】 

 
 

昔遊び 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『シニアクラブ西』             （保育園児との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・女性会員：室内で園児と各種遊戯の指導 

・男性会員：屋外で竹馬の製作と乗り方の指導 

（2）活動日 ・令和元年 10 月 28 日 

（3）会場 ・裾野市立西保育園 

（4）参加者 ①交流対象者名     裾野市西保育園園児 

②交流参加者数              27 名 

③会員参加者数             14 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                  名 

事業の成果と課題 ・室内での各種遊技は園児たちの熱心な姿が見られ、室外の竹

馬製作は事前に園の意向を聞き、対応することができ、楽し

く作ったり遊ぶことが出来た。また、運動場に全参加者が集

まり大変賑やかな交流の場となりました。 



【活動の様子】 

        
 

昔遊び 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『シニアクラブ東』             （小学１年生との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・日頃なじみのない遊びを通して、ルールに従った遊び方を覚

え、高齢者との関わり方を学んでもらい、自分たちの仲間づ

くりに役立ててもらう。 

（2）活動日 ・令和元年 12 月５日 

（3）会場 ・裾野市東小学校体育館 

（4）参加者 ①交流対象者名     裾野市東小学校１年生（94 名） 

②交流参加者数                   99 名 

③会員参加者数                  20 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                      25 名 

事業の成果と課題 ・シニアクラブ会員と担当の先生方全員の協力、校長先生の陰

ながらの応援のもと、１年生全員参加の交流イベントを実

現することが出来ました。子供たちもシニアクラブ会員も

交流を図ることで世代は違うけど、互いに多き学びに繋が

った。 



   昔遊び  

単位クラブの活動 
事業実施主体：『シニアクラブ東』         （じじばばとのふれ合い交流会） 

事業の概要 

（1）内容 

・じじたち：園児たちが日頃なじんでいない遊具（輪投げ台）

を用いて園児たちとの交流。 

・ばばたち：折り紙をばばたちから教えてもらいながら、一緒

に遊ぶ体験をする。 

・園児たち：合唱などを「じじばばたち」に披露、作品を送り、

感謝されたり、褒められる喜びを感じ心を育む 

（2）活動日 ・令和元年 10 月 28 日（月） 

（3）会場 ・裾野市東保育園 

（4）参加者 ①交流対象者名     裾野市東保育園児（40 名） 

②交流参加者数                16 名 

③会員参加者数                15 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                    16 名 

事業の成果と課題 ・保育園児との交流は家庭内の孫相手との交流とはいかず難

しいが、地域の「じじばば」とのふれ合うことは保育効果を

高めることに繋がった。 

・課題としては、本年は男性保育士が参加され、シニアクラブ

会員側に少し戸惑いが見られたので、事前打ち合わせを事

細かにしておく必要がある。 

【活動の様子】 

         



                                伝 承 活 動 

連合会名                                             

シニアクラブ三島         

                                         

単位クラブの活動 
事業実施主体：『コスモスの会』             （餅つきとしめ縄づくり） 

事業の概要 

（1）内容 

・会員による餡子丸めから臼による餅つき、餡ビン餅・黄な粉

餅・磯辺焼きを楽しみ、子供たちによる餅まるめ体験、会員

父兄によるしめ縄づくりの指導と体験を行う。 

 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 17 日（日） 

 

（3）会場 ・大宮町２丁目公民館 

 

（4）参加者 ①交流対象者名          子供 28 名 

②交流参加者数                    約 180 名 

③会員参加者数               38 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                  ３名 

 

事業の成果と課題 ・子供たちも自分でお餅を作ったり、食べたり大喜びでした。 

・しめ縄づくりは子供たちより父兄・会員の方が興味があり熱

心であった。 

・自治会との協賛で費用負担や呼びかけをお願いし、食べ放題

にしたこともあり、父兄や住民が多数参加、地域の交流の場

となり、好評でもあったので今後も継続していけるとよい

と思う。 

 

 



【活動の様子】 

 



 



                            食育での交流 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『コスモスの会』           （流しソーメンの実施・体験） 

事業の概要 

（1）内容 

・道具一式を借用し、防災体験を兼ねて大鍋でお湯沸かしから

麺茹でを見学、薬味の解説やソーメン流しを上級生に体験

してもらう。参加者全員で流しソーメンを試食体験する。 

 

（2）活動日 ・令和元年７月 14 日（土） 

 

（3）会場 ・大宮町２丁目公民館前広場 

 

（4）参加者 ①交流対象者名    大宮町２丁目・加茂川町の子供及び

父兄・大宮町２丁目住民 80 名 

②交流参加者数                            120 名 

③会員参加者数                     40 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                        11 名 

 

事業の成果と課題 ・４年目となり子供たちの参加も年々増えてきて、経験してき

て理解も早くなり、楽しく体験ができると好評であった。 

 また、父兄や住民の参加も増えてきて地域交流の場にもな

っているので、また来年もやってほしいと要望があったの

で検討していきたい。 

・今回は途中から雨が降ってきて、テントを張ったりをするこ

とになり、会員・父兄・住民が協力し合う場面もあり、絆が

深まりました。 

 

 

 

      



【活動の様子】 

     



   



昔遊び 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『コスモスの会』           （尻相撲・スイカ割り・射的） 

事業の概要 

（1）内容 

・納涼祭の中で露店を開いたり、子供に伝統遊びのスイカ割

り、射的、尻相撲で盛り上がり最後にビンゴで終わる。 

 子供たちから夜間練習したシャギリ演奏の返礼。 

 

（2）活動日 ・令和元年７月 21 日（日） 

 

（3）会場 ・大宮町２丁目公民館前広場 

 

（4）参加者 ①交流対象者名       子供 41 名 

②交流参加者数       約 220 名 

③会員参加者数          45 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ              ０名 

 

事業の成果と課題 ・自治会との協賛で実施。バザーや露店を同時開催し、活動費

に充てる工夫も行った。 

・子ども達はスイカ割り、尻相撲を楽しみ、射的は初めてで興

味津々、順番待ちが出来るほどで、大喜びでした。 

・参加者も増え、暑い季節、熱中症を懸念したが、無事終了し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

     



 そ の 他 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『コスモスの会』               （保育園児との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・加茂川町保育園を招待し、園児たちの「将来の夢」の発表や

唄の合唱、会員のマジック披露、園児はそのお手伝い、折り

紙や遊びを通して交流を図る。 

 

（2）活動日 ・令和２年１月 27 日（月） 

 

（3）会場 ・大宮町２丁目公民館 

 

（4）参加者 ①交流対象者名       園児 18 名 

②交流参加者数    園児+先生 21 名 

③会員参加者数           24 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ               ０名 

 

事業の成果と課題 ・園児たちは会員のマジック披露や折り紙指導などに興味を

持ち楽しむ姿が見られ、「将来の夢発表」は園児の育成支援

に繋がり、園児との交流で会員も元気を貰った。 

・園長や先生、園児たちに好評で今後も交流を依頼され、会員

たちもまた次回の交流が楽しみになり、取り組みの励みに

なった。 

 

 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

  



    



 そ の 他 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『八鶴悠和会』             （子供会・中学生との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・町内会（八反畑）子育て事業４人記念品贈呈、記念撮影 

・輪投げ大会１人７輪２回投げる 

 小学生低学年、高学年、保護者、シニア会員各チーム対抗戦 

・スイカ割り、大２個（低学年、高学年） 

・ビンゴゲーム 

 

（2）活動日 ・令和元年８月４日（日） 

 

（3）会場 ・八反畑公民館１F ホール 

 

（4）参加者 ①交流対象者名     八反畑・鶴喰町内子供会 

②交流参加者数              18 名 

③会員参加者数                12 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                    1０名 

 

事業の成果と課題 ・少子化によって子供会という組織が消滅していく状況や同

じ地域（町内）に住みながら相互交流イベントなどが減って

いき、疎遠になりがちな環境下で、今回の活動を通してお互

い身近に感じることができたことはとても貴重な時間であ

った。また、こうした機会を増やしていくことで地域の中に

交流が生まれてくることを期待したい。 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

 

 
 

 

             
 

 

       
 



 そ の 他 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『八鶴悠和会』                  （園児との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・のびる幼稚園プレクリスマス会に参加 

・園児たちの演技、演奏の観覧 

・会員による合唱出演 

・悠和会サンタクロースからのクリスマスプレゼント贈呈 

 

（2）活動日 ・令和元年 12 月 10 日（火） 

（3）会場 ・のびる幼稚園２F 音楽室ホール 

（4）参加者 ①交流対象者名     のびる幼稚園園児 

②交流参加者数           220 名 

③会員参加者数             12 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                25 名 

事業の成果と課題 ・園児とは日頃の見守りパトロールによって顔見知りになる

だけでなく、年に１度クリスマス会交流によって更に親し

みが増し、園児を通して保護者との交流も生まれて、みんな

が楽しい時を過ごすことが出来ました。 

・大勢の園児たちへのクリスマスプレゼント、喜んでもらえ、

シニア会員も元気をもらうことができた。 

 

【活動の様子】 

     



 そ の 他 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『八鶴悠和会』             （子供会・中学生との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・グラウンド・ゴルフ大会 

６組（各組３人）、４ゲームプレイする。 

 各組悠和会会員１名が入って指導する。成績発表賞品授与、

講評。 

・クリスマス会、英語によるクリスマスキャロル、サンタから

のプレゼント 

 

（2）活動日 ・令和元年 12 月 21 日（土） 

 

（3）会場 ・のびる幼稚園園庭 

 

（4）参加者 ①交流対象者名     八反畑・鶴喰町内子供会 

②交流参加者数              18 名 

③会員参加者数                16 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                    1０名 

 

事業の成果と課題 ・夏休みの交流に続いて、冬休みはクリスマス会で、グラウン

ド・ゴルフを体験し、シニアたちの指導を受けながら、楽し

くプレイをして、慣れてきた子供たちからは「もっとやりた

い～」という声があり、賑わいあるふれ合いになった。 

・準備は大変だったが、保護者からの感謝の言葉はうれしく感

じた。また、今回の交流を参考に今後の活動に生かしていき

たい。 

 

 

 



 

連合会名                                   その他                  

すこやか沼津         

地区連合会の活動 

事業実施主体：『大平地区連合会』          （おもちゃを作って遊ぼう会） 

事業の概要 

（1）内容 

・「ぴょこたん」と名付けたおもちゃを作って、大平幼稚園児と交流し

ます。材料は講師が組み立てできるように準備してくれます。会員

は、講師から作り方を教えてもらい、園児たちと一緒に組み立てま

す。子供たちも、会員も、大喜びで、夢中になって遊びます。 

（2）活動日 令和 元年 6 月 27 日（木） 

（3）会場 大平幼稚園 

（4）参加者 ①交流対象者    大平幼稚園児 

②交流会参加者数      37 名 

③会員参加者数       15 名 

（5）講師又は指導者数 延べ              4 名 

事業の成果と課題 ・組み立てにちょっと会員の手を借りましたが、飾り付けは園児がそ

れぞれの想いでマジックで描いたり、シールを貼ったりで個性豊か

に出来上がりました。紐をつけて引っ張ると頭が出たり、入ったり

で大騒ぎ、園児と会員一緒に大騒ぎ。 

・作り方の打合せが 1 回だったのでチョッピリ不安でした。 

 

 

【活動の様子】 

 

  
 



  
 

 

     
 

 

                

                                   その他                  

地区連合会の活動 

事業実施主体：『大平地区連合会』            （大平っ子祭り開催） 

事業の概要 

（1）内容 

・小学生と会員がパズルや簡単なマジックをしながら交流を深めた。 

 今年は低学年用のものを色々と用意した。 

（2）活動日 令和 元年 10 月 26 日（土） 

（3）会場 大平小学校 

（4）参加者 ①交流対象者       大平小学校生徒 

②交流会参加者数         約 140 名 

③会員参加者数             17 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                  5 名 

事業の成果と課題 ・今年は父兄の参加が少なく、少し寂しかったですが参加してくれた

小学生は真剣そのもの。会員と一緒に悩んだり、喜んだり、大変楽

しい交流が出来ました。 

 

                        



【活動の様子】 

 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

                                   その他                          

 

地区連合会の活動 

事業実施主体：『大平地区連合会』           （地域の行事への参画） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域の大平コミュニティ祭に参画。「子供遊びコーナー」を

設けて、区内の子ども達との交流を深めた。 

 今年は、パズルを置いたり、手作りの風車やおもちゃをパズ

ル正解者にプレゼントに渡しました。 

（2）活動日 令和 元年 11 月 10 日（日） 



（3）会場 大平地区センター駐車場 

（4）参加者 ①交流対象者    大平地区内の子ども達、住民 

②交流会参加者数           約 80 名 

③会員参加者数               20 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                              5 名 

事業の成果と課題 ・パズルが出来ない 2,3 歳の子どもたちにも、せがまれて会員

の皆さんが一生懸命風車を作って、差し上げていました。 

 大人も子供も、一緒になってパズルを楽しみ、大変良い交流

が出来ました。 

【活動の様子】 

 

 

  
 

  
 

  
 



                                昔遊び                         

地区連合会の活動 

事業実施主体：『大平地区連合会』            （昔の遊びで遊ぶ会） 

事業の概要 

（1）内容 

・昔の遊具、コマ、お手玉、折り紙、竹馬、羽根つき、だるま

落とし、紙風船、紙相撲等を 4 教室に分けて配置し、会員が

子ども達に昔の遊びを教えながら交流を楽しんだ。 

 

（2）活動日 令和 元年 12 月 5 日（木） 

（3）会場 大平幼稚園 

（4）参加者 ①交流対象者    大平幼稚園児と祖父母 

②交流会参加者数      約 70 名 

③会員参加者数          14 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                   5 名 

事業の成果と課題 ・園児達は天気に恵まれ、外遊び(竹馬、羽根つき等)で思い切

り身体を動かしていました。興味のある遊具の部屋や外を

祖父母の手を引いて回るので祖父母は大変そうでしたが、

自分たちも遊具の使い方を得意げに見せており、会員とも

よい交流が出来ました。 

・残念ながら、外遊びはもう体が動かずやって見せることが出

来ませんでした。 

 

【活動の様子】 

 

  



  
 

  
 

 

 

                               その他                         

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大平 10 区梨の木クラブ』       （公園の清掃とラジオ体操） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域の皆で、安全できれいな公園にして、高齢者と一緒にラジオ体

操をしよう。 

（2）活動日 令和 元年 7 月、8 月 

（3）会場 沼津市 大平 10 区 梨の木公園 

（4）参加者 ①交流対象者    クラブ会員と地域の小学生 

②交流会参加者数            24 名 

③会員参加者数             15 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                     名 

事業の成果と課題 ・夏休み、公園の清掃とラジオ体操をすることで地域の高齢者と小学

生との交流を図った。子供達が進んで清掃奉仕をするようになりま

した。 



【活動の様子】 

   
、 



                                   その他                  

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大平 10 区梨の木クラブ』        （遊びを通じての交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・マンドリンクラブの演奏の後、地域の子ども達とその父兄、高齢者

との交流を深めた。 

（2）活動日 令和 元年 11 月 16 日（土） 

（3）会場 大平 10 区 区民会館 

（4）参加者 ①交流対象者           10 区住民 

②交流会参加者数            38 名 

③会員参加者数             21 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                    8 名 

事業の成果と課題 ・地域住民と一緒に工作をして遊んだことで、顔見知りとなり、普段

でも挨拶や声掛けができるようになった。 

【活動の様子】 

 

       
 

                                   伝承活動                          

 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大平 10 区梨の木クラブ』         （どんど焼きの開催） 

事業の概要 

（1）内容 

・どんど焼きの風習を伝えるとともに、子ども達に、故郷の思

い出をつくるお手伝いをした。 

 

（2）活動日 令和 元年 1 月 12 日（日） 



（3）会場 狩野川河川敷広場 

（4）参加者 ①交流対象者          10 区住民 

②交流会参加者数          85 名 

③会員参加者数            25 名 

（5）講師又は指導者数 延べ               名 

事業の成果と課題 ・古くから行われている「どんど焼き」の風習や意味を子ども

たちやその若い父兄に伝え、燃え上がる炎に感動した思い

出を、永く子ども達の心に残したい。 

 また、地域住民との絆を深める行事にもなったと思う。 

【活動の様子】 

                       



                               昔遊び                         

単位クラブの活動 

事業実施主体：『梨の木クラブ』         （地域の子育て支援事業に参加） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域の幼稚園、小学校で園児や小学生とパズルや昔遊びをし

て交流を深めました。 

（2）活動日 令和元年 6 月 27 日（木）、10 月 26 日（土）、12 月 5 日（木） 

（3）会場 大平小学校、大平幼稚園 

（4）参加者 ①交流対象者   大平地区の幼稚園、小学校 

②交流会参加者数         約 100 名 

③会員参加者数              16 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                     12 名 

事業の成果と課題 ・大平地区の園児や小学生と工作をし、昔あそびやパズルを通

じて会話を楽しんだ。子ども達からもいろいろな質問が出

て大変有意義な交流を楽しめた。 

【活動の様子】 

                



                              見守り活動                         

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大平 10 区梨の木クラブ』        （登下校の見守り活動） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域の小学生の登・下校時の見守り活動。 

 小学生を交通事故から守るのと、日々の挨拶を交わすこと

で交流を深める。 

（2）活動日 平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月 

（3）会場 10 区内小学生の通学路 

（4）参加者 ①交流対象者        10 区内小学生 

②交流会参加者数          26 名 

③会員参加者数            14 名 

（5）講師又は指導者数 延べ             名 

事業の成果と課題 ・事故や犯罪もなく安全が保たれています。 

・子ども達との挨拶も良くできるようになり、地域住民からも

感謝されています。 

 

 【活動の様子】 

 

 

   



連合会名                                支援拠点交流 

    ふじさんシニアクラブ富士宮 

 

 

市連合会の活動                       

事業実施主体：『ふじさんシニアクラブ富士宮』     （子育て支援センターでの交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・子育て支援センター「たっち」での未就学児童・親との交流 

 紙芝居、折り紙、手遊び、体操等 

 

（2）活動日 ・令和元年 9 月 14 日、10 月 3 日、令和 2 年 1 月 25 日 

 

（3）会場 ・子育て支援センター「たっち」 

 

 

（4）参加者 

①交流対象者     未就学児童とその親 

②交流会参加者数         約 80 名 

③会員参加者数            30 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                 24 名 

 

事業の成果と課題 ・交流を通じて参加された親子との会話を楽しんだ。 

・折り紙をしながらママたちとの話が弾み、大先輩として子育て

の悩みについてアドバイスができた。 

・お正月あそびではママたちに羽根つきを体験してもらった。 

 子どもたちの応援や拍手にママたちの笑顔がとても素敵だっ

た。 

・今後は、各支部内の子育てサロン等にも出張し、交流を広げて

いきたい。 

 

 

 



【活動の様子】 

 
 

 

                            



 

                              その他 

市連合会の活動                       

事業実施主体：『ふじさんシニアクラブ富士宮』      （各種行事への参画） 

事業の概要 

（1）内容 

・富士宮市教育委員会主催の「宮あっトホーム」（童謡と昔話の集い） 

 富士宮市・教育委員会主催の「市民芸術祭」に参画。地域の子ど

もたちと若い保護者たちとの交流を行う。 

 

（2）活動日 ・令和 元年 10 月 19 日（土）「宮あっトホーム」 

 令和 元年 11 月 17 日 (土)「市民芸術祭」 

 

（3）会場 ・富士宮市民文化会館 大ホール 

 

 

（4）参加者 

①交流対象者          富士宮市民 

②交流会参加者数          約 400 名 

③会員参加者数             12 名 

     （予定 14 名であったが急病のため 2 名欠席） 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                  20 名 

 

事業の成果と課題 ・ステージ発表に備え 5 回の練習を行う。合間に、子どもたち

や保護者との交流が出来たことはたいへん有意義であっ

た。 

・シニアクラブの会員の間でも音楽特に童謡の話題が増えた。 

・クラブの毎月例会では、全員で季節の童謡を歌う。 

・今後、子ども会との交流の機会を増やしていきたい。 

・春休み中には、輪投げ大会を計画中。 

 

 

 



【活動の様子】 

 

        
 

        



          
 

        



 

連合会名                               スポーツ交流 

函南町老人クラブ連合会 
 

市連合会の活動                       

事業実施主体：『函南町老人クラブ連合会』        （ふれあい輪投げ交流会） 

事業の概要 

（1）内容 

・ふれあい輪投げ交流会を開催。 

 函南町立桑村小学校生徒との交流を図る。 

 

 

（2）活動日 ・令和 元年 12 月 1 日（日） 

（3）会場 ・函南町立桑村小学校 体育館 

 

 

（4）参加者 

①交流対象者      小学校児童・保護者 

②交流会参加者数         約 18 名 

③会員参加者数            40 名 

 

 

（5）講師又は指導者数 延べ         人 

事業の成果と課題 ・当初、年 2 回の開催予定であったが、1 回目、小学校を通し

てのチラシ配布には応募が少なく、開催を断念。 

 2 回目は子ども会の協力を得て、無事開催することが出来

た。 

 

 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

 

  
 

 

 

 

  



 

連合会名                                    その他                  

 清水町シニアクラブ連合会        

 

町連合会の活動 

事業実施主体：『清水町シニアクラブ連合会』      （地域保育園訪問での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・町内保育園児とゲームなどで交流 

（2）活動日 令和 元年 6 月 24 日(月)、26 日(水)、28 日(金) 

（3）会場 町内 5 保育所 

（4）参加者 ①交流対象者            各園 20 名 

②交流会参加者数            100 名 

③会員参加者数              50 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                             名 

事業の成果と課題 ・園児たちの日常生活には高齢者との交流の機会が余りなく、貴重な

ものとなっている。保育園・保育所からもとても喜ばれており、年

間行事として計画に組み入れている園もあるそうです。 

 高齢者からも、子どもたちとのふれあいは精神的に癒されるという

声が聞こえます。 

 

 

【活動の様子】 

 

 

       
 



                                    昔遊び    

 

 

町連合会の活動 

事業実施主体：『清水町シニアクラブ連合会』     （昔遊びを通じての交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・NPO 法人文化協会主催の「チャレンジ・キッズ」で昔あそびを通し

て子どもたちと交流。 

 

（2）活動日 令和 元年 7 月 13 日(土) 

（3）会場 清水町地域交流センター 多目的ホール 

（4）参加者 ①交流対象者        事前参加申込の児童 

②交流会参加者数             45 名 

③会員参加者数               12 名 

 

（5）講師又は指導者

数 

延べ                               名 

事業の成果と課題 ・毎年、町の行事に入れていただき、子どもたちと物づくりや遊びを

通して交流を楽しんでいます。 

 

 

 

【活動の様子】 

 

     
 

 

 

 



 

                               スポーツ交流                         

町連合会の活動 

事業実施主体：『清水町シニアクラブ連合会』        （学校行事への参加） 

事業の概要 

（1）内容 

・清水町立清水南小学校の学校行事「南小ドリームザワール

ド」に交流ブースの提供を受け参加。 

・ラダーゲッター、輪投げで子どもたちと競技を楽しむ。 

 

（2）活動日 令和 元年 11 月 22 日(金) 

（3）会場 清水町立 清水南小学校 

（4）参加者 ①交流対象者         南小学校生徒 

②交流会参加者数           100 名 

③会員参加者数               10 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                 名 

事業の成果と課題 ・学校側からも高齢者との交流機会は大変貴重だと伝えられ

シニアクラブとしての役割を認識した。 

 

【活動の様子】 

 

 

   
 

 



 

連合会名                              支援拠点交流                  

シニアクラブ長泉        

町連合会の活動 

事業実施主体：『シニアクラブ長泉』         （のびのびスマイル支援事業） 

事業の概要 

（1）内容 

・のびのびスマイル（略称：のびスマ）は、町内 3 小学校（北

小・長小・南小）の放課後、グランドや体育館において、児

童達がボランティアなどの地域の人達に見守られながら自

由に遊べる場を提供するもので、シニアクラブ長泉は、のび

スマにスタッフ登録して参加協力をしている。 

・児童との遊びを通じて世代間交流、見守り、子育て支援に資

することでシニアクラブ活動の PR,クラブイメージのアッ

プを図る。 

 ※参加スタッフは①子供たちを見守る②一緒に遊ぶ③活動

準備を手伝う④子ども達と一緒に帰る。 

 

（2）活動日 年間を通じて、毎週水曜日の放課後 

（3）会場 長泉町立（北小・長小・南小）校庭、体育館 

（4）参加者 ①交流対象者 小学校児童・保護者 

②交流会参加者数  延べ 約 1,200 人 

③会員参加者数    延べ 約 360 人 

 

（5）講師又は指導者数                延べ 300 人 

事業の成果と課題 ・町内小学校児童との世代間交流により行政・学校・児童・保

護者との信頼を得ることで、シニアクラブのイメージアッ

プ、活動の PR ができた。 

・町生涯学習課担当者や各小学校校長先生に活動の趣旨をご

理解いただき、スムースに事業を進めることが出来た。 

 



                                  伝承活動 

町連合会の活動 

事業実施主体：『シニアクラブ長泉』          （戦争の悲劇を伝えたい展） 

事業の概要 

（1）内容 

 

・戦争当時の遺品等をシニアクラブ内外、遺族会などの協力で

お借りし展示することで戦争の悲惨さを次世代に引き継ぐ

目的で開催。 

・戦時下の遺品や生活用具、広島に投下された原子爆弾（リト

ルボーイ）の実物大模型を展示したほか、戦時体験の語り部

によるレポート発表、広島平和研修参加中学生による体験

発表とフリー討論会を開催した。 

 

（2）活動日 令和元年 8 月 15 日～16 日 

（3）会場 コミュニティながいずみ 2 階 展示室 

（4）参加者 ①交流対象者           会館来場者 

②交流会参加者数    朗読ボランティア  6 名 

中学生      8 名 

来場者    約 300 名 

③会員参加者数              3 名 

 

（5）講師又は指導者数               

事業の成果と課題  

・町内中学生と戦争を通じた世代間交流を図ることができた。 

 朗読ボランティア、遺族会と連携しつつ、幅広い世代の協力

者を得て開催することができた。展示会には比較的若い世

代が多く来場され、世間の意識の高さを感じ励みとなった。 

・来年度以降も、行政と連携しつつ、町内・小中学校の校長、

教諭のご協力をいただき継続開催して行きたい。 

 

     



                                    その他 

町連合会の活動 

事業実施主体：『シニアクラブ長泉』          （福祉健康まつりへの参加） 

事業の概要 

（1）内容 

 

・誰でも気軽にできるニュースポーツの普及と地域住人の健

康を増進するとともに、幅広い世代間交流を図る目的で「福

祉健康まつり」にマグダーツで参加。スタンプラリーポイン

トとなる。 

・隣のブースで子供を対象としたバル―ン・アート体験を併催

した。 

 

（2）活動日 令和元年 10 月 20 日（日） 

（3）会場 長泉町福祉会館 2 階 研修室 

（4）参加者 ①交流対象者             会館来場者 

②交流会参加者数 スタンプラリー参加者 245 名 

         バルーンアート体験者 300 名以上 

③会員参加者数              15 名 

 

（5）講師又は指導者数              人 

事業の成果と課題  

・健康福祉まつり内スタンプラリーポイントとして、誰でも気

軽に参加できるニュースポーツのマグダーツを実施。今回

は前日が悪天候のため、保育園の運動会と重なってしまい

児童や親子の参加が例年より少なかった。しかしながら参

加者には好評でシニアクラブのブースを楽しんでいただく

ことが出来た。 

・隣のブースで開催したバルーンアートも好評で多くの児童, 

親子が楽しんでいた。 

 

 



【活動の様子】 

         

  



                                   その他 

町連合会の活動 

事業実施主体：『シニアクラブ長泉』        （駿河凧の作成体験会の開催） 

事業の概要 

（1）内容 

 

・長泉町の伝統工芸の一つである駿河凧の作成体験と長泉町

ふるさとカルタ大会を開催。 

・町内児童の参加を募り親子で参加いただき、世代間交流を図

った。 

 

（2）活動日 令和 2 年 2 月 22 日（土） 

（3）会場 長泉町福祉会館 ２階 研修室、屋外テラス広場 

（4）参加者 ①交流対象者   小学校低学年児童・保護者 

②交流会参加者数 児童 8 名、保護者 4 名、 

③会員参加者数     5 名 

 

（5）講師又は指導者数           講師  ３名 

事業の成果と課題  

・昨年度好評であった「駿河凧づくり体験とふるさとカルタ大

会」での交流事業となった。親子、会員とも凧づくり体験と

カルタ大会を楽しむことが出来た。 

・今後も駿河凧、カルタに限らず児童との交流が図れる企画を

考え、地域振興などのイベント開催や参加協力できるよう

していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

    
 



                                  スポーツ交流 

連合会名                                             

さわやかクラブふじえだ連合会        

地区連合会の活動 

事業実施主体：『稲葉地区老人クラブ連合会』        （地域小学校での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域の宝である稲葉小学校児童との交流会。 

・今年度は、1,2 年生児童を対象に開催。 

「ハラハラドキドキゲーム」、「のっけテーブル」、「輪投げ」

等の競技を通して、児童に感謝と思いやり、自分たちの地域

を大切に思う気持ちを育み「健康な体に健全な精神宿る」を

目標に、児童達の企画立案で児童の体力向上、自立心の育成

を図った。 

 

（2）活動日 令和元年 11 月 7 日（木） 

（3）会場 藤枝市立稲葉小学校 

（4）参加者 ①交流対象者 1,2 年生児童・シニアクラブ会員 

②交流会参加者数       40 名 

③会員参加者数         31 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                   4 名 

事業の成果と課題 （成果） 

・児童の自立心を養うための交流会を通して、「優しくされる

経験」や「ほめてもらう経験」により自己有用感を高めるこ

とが出来た。 

結果、交流会により児童の自主性、想像力等を養うことが出

来た。 

・児童たちの持つ自立能力が発揮できる場としての交流会事

業を継続することにより、地域の宝（子ども達）を大切に見

守っていきたい。 



【活動の様子】 

   



児童達からのうれしい言葉 

      
                                        

 

       
                   



       
 

 

       
 

 



                                スポーツ交流 

市連合会の活動 

事業実施主体：『さわやかクラブふじえだ連合会』 （ゲームと軽スポーツでの交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・さわやかクラブふじえだ連合会役員を中心に老人福祉セン

ターと連携し、ゲームや軽スポーツ等のレクリエーション

を行い、子どもとその家族との交流を図る。 

 

（2）活動日 令和元年 9 月 22 日（日） 

（3）会場 藤枝市老人福祉センター 藤美園 

（4）参加者 ①交流対象者 市内在住者・シニアクラブ役員 

②交流会参加者数       250 名 

③会員参加者数          50 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                   32 名 

事業の成果と課題 （成果） 

・当初予定していた事業の内、子ども会フェスティバルでの活

動については、台風 19 号の影響により事業そのものが中止

となったため実施できなかったが、さわやかクラブ祭りに

ついては予定どうり実施した。 

・当日は、子どもとその家族が参加し、ゲーム等を通じて楽し

い時間を提供することで子育て支援に寄与するとともに、

さわやかクラブ役員との交流を通して、クラブ活動の周知

も図ることが出来た。 

・今後も、クラブ活動を大いに PR していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

 



 

 



 

連合会名                                  

シニアクラブ御前崎              伝承活動 

単位クラブの活動 
事業実施主体：『女岩区老人クラブ』          （地区伝統行事への参加） 

事業の概要 

（1）内容 

・区内の三世代が一堂に会する郷土に伝わる伝統行事「観音堂お施餓

鬼供養事業」に参加して、交流を深める。 

（2）活動日 ・令和 元年 8 月  16 日（金） 09：00～11：30 

（3）会場 ・地区観音堂及び防災センター駐車場 

（4）参加者 ①交流対象者  児童館利用児童と女岩区老人クラブ会員 

②交流会参加者数         延べ 親子 100 名 

③会員参加者数                 15 名 

（5）講師又は指導者数      15 名(地区まちづくり委員会所属する単ク会員) 

事業の成果と課題 ・老人クラブ、児童館の協力で、地域の絆を深める意味で、三世代交

流事業を実施した。 

・お施餓鬼供養事業に参加しシニアクラブ会員が中心になって月飾り

を作った。 

 

【活動の様子】 

                    



               

                                   昔遊び                          

単位クラブの活動 

事業実施主体：『朝比奈地区連合会』           （浜岡北小学校での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・昔の遊び（こま、竹とんぼ、お手玉、輪投げ、おはじき、あやと

り、ヨーヨー。羽根つき）で、子どもたちに昔遊びの良さを知っ

てもらう。 

（2）活動日 ・令和 2 年 1 月 30 日（木）9：00～10：00 

（3）会場 ・浜岡北小学校 1 階 多目的室 

（4）参加者 ① 交流対象者     子供会、教員、朝比奈地区連合会 

① 交流会参加者数    小学生  29 名 

② 会員参加者数           16 名  

（5）講師又は指導者数               16 名 

事業の成果と課題 ・児童たちは昔あそびに興味津々、楽しそうにやっていました。

その様子に指導する会員も大満足。 

【活動の様子】 

                                                   
 

                                                                 



                                  昔遊び                                    

単位クラブの活動 

事業実施主体：『池新田・高松地区連合会』       （浜岡第一小学校との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・浜岡第一小学校で行われる小学生と会員との交流会を毎年実施

しています。会員が子どもたちに「お手玉」「竹とんぼ」「羽根つ

き」「おはじき」「折り紙」等 10 種類の昔遊びを教えます。児童

との交流を楽しむ。 

（2）活動日 ・令和 2 年 1 月 30 日（水）  10：30～11：30 

（3）会場 ・浜岡第一小学校 体育館 

（4）参加者 ① 交流対象者     浜岡第一小学校１年生、教員 

③ 交流会参加者数    1 年生 104 名（先生 4 名） 

④ 会員参加者数               31 名  

（5）講師又は指導者数                       31 名 

事業の成果と課題 ・おじいちゃん・おばあちゃんと同居する児童が少なくなり、児

童達の楽しそうな笑顔を見ることが出来、会員一同元気を貰い

観劇しています。また、児童達も日頃見ることの無い昔遊びに

興味津々楽しそうに遊んでいました。 

 

【活動の様子】 

 

 

 

    
 

 

 



                           スポーツ交流                                    

単位クラブの活動 

事業実施主体：『比木老人会』            （浜岡東小学校児童との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・夏休みに地区小学校児童とグラウンドゴルフの体験会を開催。 

 子どもたちとの交流を楽しむ。 

（2）活動日 ・令和元年 7 月 20 日(土) 9：00～11：30 

（3）会場 ・比木公民館グラウンド 

（4）参加者 ①交流対象者        町内小学生、単ク会員 

②交流参加者数      小学 4～6 年生  48 名 

③会員参加者数               12 名 

（5）講師又は指導者数                                            12 名 

事業の成果と課題 ・地区小学生との交流会。子どもたちとの交流は会員たちの生き

がいになっています。子どもたちの笑顔は何よりです。 

 

 

【活動の様子】 

          



連合会名                                                     

シニアクラブ掛川              昔遊び 

地区連合会の活動 

事業実施主体：『掛川支部桜木地区シニアクラブ』      （小学校での交流会） 

事業の概要 

（1）内容 

・桜木小での昔遊びに必要なお手玉、けん玉袋の作成 

 富部公会堂にて 13 名参加 

・掛川市立桜木小学校 1 年生児童との昔あそびを通しての交流 

・コマまわし・お手玉・あやとり・けん玉等、中でもコマまわしとあや

とりは特に人気があり、とても楽しく遊んでくれた。 

（2）活動日 ・令和元年 1 月 14 日（火）、1 月 30 日(木) 

（3）会場 ・富部公会堂 

・掛川市立桜木小学校 1 年生各教室 

（4）参加者 ①交流対象者 桜木小学校１年生 

②交流会参加者数   約 120 名 

③会員参加者数       13 名 

（5）講師又は指導者数 延べ             12 名 

事業の成果と課題 ・お手玉づくり等の物づくりの指導者が少なくなり、今後心配だ 

・子どもたちの笑顔には、会員みな癒され元気づけられる。 

【活動の様子】 

                        子供達は喜んでくれるかなお手玉づくり 

                   
 

子供たちの笑顔を見れば元気がもらえます。 

     
  



       昔遊び                        

地区連合会の活動 

事業実施主体：『掛川支部桜木地区シニアクラブ』       （こども園での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・掛川こども園の園児との昔あそびを通しての交流。 

積木ブロック、折り紙等 

（2）活動日 ・令和 2 年 1 月 27 日（月） 

（3）会場 ・掛川市こども園    

（4）参加者 ①交流対象者        掛川こども園年長園児 

②交流会参加者数               名 

③会員参加者数                 6 名 

（5）講師又は指導者数              6 名 

事業の成果と課題 ・手先が器用で、熱心に指先を動かしながら質問をしてくれた

り、子どもたちとの交流は高齢者にとっても大変楽しい時

間です。 

 

【活動の様子】 

 

  
 

       その他                        

地区連合会の活動 

事業実施主体：『掛川支部桜木地区シニアクラブ』        （小学生との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・桜木小学校で児童達と一緒に花壇の草取りや花の植え付け

作業をして交流。 

（2）活動日 ・令和 元年 7 月 10 日（水）、9 月 11 日(水) 



（3）会場 ・桜木小学校   

（4）参加者 ①交流対象者           桜木小学校児童 

②交流会参加者数                名 

③会員参加者数                12 名 

（5）講師又は指導者数             12 名 

事業の成果と課題 ・児童たちと、花の育て方や水やりについて話しながら楽しく

作業できた。 

・子どもたちは、皆一生懸命に手伝ってくれた。 

・突然の申し出で当日手伝ってくれた生徒たちが何年生なの

かわからなかった。事前に連絡してくれるとありがたい。 

 

【活動の様子】 

 

             
 

              
 



                                     その他 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『掛川支部南郷親和会』        （南郷読み聞かせの会の活動） 

事業の概要 

（1）内容 

・幼児・小学生児童への読み聞かせ 

・まち協主催の「小学生広場」「地区文化祭」への参加 

・地区内の幼保育園での読み聞かせを年 3 回。 

 

（2）活動日 ・学習センター 毎月第 2 土曜日 

・ひだまり幼保育園 年 3 回 令和 2 年 1 月 17 日、20 日、 

                  2 月 5 日 

（3）会場 ・南郷地域生涯学習センター  

・ひだまり幼保園 

（4）参加者 ①交流対象者        幼児、小学生、保護者 

②交流会参加者数          延べ約 550 名 

③会員参加者数            延べ約 50 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                   約 60 名 

事業の成果と課題 （成果） 

・子どもたちが絵本の読み聞かせを楽しんでくれた。 

・折り紙、工作、コマまわし。かるた等の昔遊びやヨモギ団子

作りを楽しんで体験してくれた。 

・幼児や子どもたちだけでなく、保護者の皆さんとの交流ふれ

あいができた。 

・地区文化祭では「読み聞かせコーナー」を設け、掲示物の他、

折り紙等の実演を行った。また、大型絵本の読み聞かせ、子

どもによる手作り紙芝居の映像化で子供から大人まで喜ん

でくれた。 

（課題） 

・対象の年齢差が大きいので選書に苦労する。 

・スタッフの自己満足にならぬよう留意している。 

・参加者やスタッフを増やしていきたい。 

 



【活動の様子】 

 

       



          

  
   

 

                                     昔遊び 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『掛川支部南郷親和会』           （小学生広場への参加） 

事業の概要 

（1）内容 

・地区まちづくり協議会主催の「小学生広場」へ参加 

・昔遊びの道具の作り方を教え一緒に遊んでふれあった。 

 竹馬、竹とんぼ、竹ぽっくり、水鉄砲、紙玉鉄砲、割りばし

鉄砲、お手玉、麦わら籠、ヨシの葉のかたつむり 

・段ボールを使ったコリントゲームづくり 

・輪投げ大会を実施ふれあう。 



（2）活動日 ・令和 元年 8 月 6 日(火)～7 日(水) 

（3）会場 ・南郷地域生涯学習センター  

（4）参加者 ①交流対象者           小学 1～6 年生 

②交流会参加者数            延べ 96 名 

③会員参加者数             延べ約 60 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                   約 100 名 

事業の成果と課題 （成果） 

・子どもたちは、昔の遊び道具を自ら作り遊ぶ体験、輪投げ大

会を大変喜んでくれた。 

・会員も準備段階から楽しみにしていて、いきいきとした交流

が出来た。 

・子どもや保護者、地域の方から「来年もやって欲しい」と、

期待されている。 

（課題） 

・対象の年齢差が大きいので年齢に応じた準備・教え方が難し

かった。 

・事前に、遊びの内容については希望を聴いたが、参加者数の

決定時期との関係で準備が難しかった。 

 

【活動の様子】 

 



     

            
 



         



                                    その他                        

地区連合会の活動 

事業実施主体：『掛川支部西郷地区連合会』       （子どもの森支援の会の活動） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域の里山を守るために先人が行ってきた活動を子どもた

ちに経験させることで、自然の大切さを知ってもらう活動。 

・西郷小学校四年生を対象に「生き方科」教室を開催 

 ①ヒノキの間伐の見学 ②枝打ち体験 

 ③チェーンソーの体験 

（2）活動日 ・令和 2 年 1 月 21 日(火)10：00～12：00 他 3 回実施 

（3）会場 ・西郷小学校近くの里山 

（4）参加者 ①交流対象者        西郷小学校四年生 

②交流会参加者数            58 名 

③会員参加者数               4 名 

（5）講師又は指導者数      会員 4 名、教師 5 名延べ 4 回 36 名                

事業の成果と課題 ・森の健康を守るための活動を体験してもらうことで環境の

大切さ、その大変さを実感してもらうことが出来た。 

・これからも、継続的に活動していきたい。 

 

【活動の様子】 

                          
 

                        



 

                 

                      

 

 

                                  伝承活動                        

単位クラブの活動 

事業実施主体：『掛川支部本郷西睦会』         （七夕まつり・節分会の伝承） 

事業の概要 

（1）内容 

① 七夕まつりの短冊書き・飾付等を本郷西区内「白バラ子ど

も会」の子どもたちと共に楽しむのと同時に、昔からの催

事を伝える。 

② 節分の行事を「白バラ子ども会」の子どもたちと一緒に楽

しんだ。 

 

（2）活動日 ① 七夕飾り作成 令和 元年 8 月 3 日（土） 

② 節分会    令和  2 年 2 月 1 日 (土) 

（3）会場 ・本郷西公会堂       

（4）参加者 ①交流対象者          白バラ子ども会 

②交流会参加者数  ① 20 名     ② 40 名 

③会員参加者数    ① 33 名     ② 31 名 

（5）講師又は指導者数 延べ         ① 8 名       ②  4 名 

事業の成果と課題 ・睦会と子ども会との伝統行事で、会員と子どもたちとの交流

は大変楽しく、良い気分転換が出来た。 

・子ども会の高学年がスポーツ少年団等のスケジュールと重

なり、出席が出来なかった。 

 

 



【活動の様子】 

 

           
 



 

      



                                   その他 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『掛川支部城北福寿会』             （三世代交流事業） 

事業の概要 

（1）内容 

・地区民総出で新春餅つき大会を行う。 

園児・小中学生・親世代や高齢者が一堂に会し、餅つきやゲ

ームを楽しみ地域の絆を深める。 

（2）活動日 ・令和 2 年 1 月 26 日（日） 

（3）会場 ・城北町公会堂 

（4）参加者 ①交流対象者          区民全世代 

②交流会参加者数         約 140 名 

③会員参加者数              40 名 

（5）講師又は指導者数                    13 名 

事業の成果と課題 ・毎年盛況で盛り上がる交流事業で、区民全世代が一堂に会す

ることで、地域の子育て環境づくり・絆づくりや高齢者の生

きがいづくりにも繋がっている。 

・これからも、衛生面を含めた安全対策の徹底、地域の若い世

代へのクラブ活動への理解促進に努め継続していきたい。 

 

【活動の様子】 

 

      
      



                                見守り活動                      

支部連合会の活動 

事業実施主体：『大東支部連合会』          （低学年児童の見守り活動） 

事業の概要 

（1）内容 

・大東支部内では多くの地区で会員による小学校低学年児童の下校時の

見守り活動が日常的に行われています。 

 今年度、報告のあった地域は、三井区内、中方地区、中小学校区、千浜

東北部地区の名が挙がっています。 

 また、この事業に参加していただいた単位クラブや見守り隊も三井シ

ニアクラブ、中方親和会、中小学校区見守り隊と多くのクラブやグル

ープ名が挙がっています。 

いずれの活動でも、小学校低学年の下校時間に、交通安全の見守り、誘

導や不審者の児童への接触防止に努めています。 

・個人自主活動として、20 年以上の間、小・中生の登校時の見守りを続

けておられる会員さんの活動も報告されています。 

（2）活動日 学校登校日毎日 

（3）会場 大東支部全域 

（4）参加者 ①交流対象者 小学校低学年児童 

②交流会参加者数   多数 

③会員参加者数     多数 

（5）講師又は 

指導者数 

延べ人数はたいへん多く数千名に達する 

事業の成果 

と課題 

成果 

・子供たちの交通安全の確保 

・子どもたちとの声掛けあいさつから生まれる交流 

・地域、関係機関からの感謝 

課題 

・下校時の児童のばらつき等で活動時間が長時間化するため、活動参加

者の生活が拘束される。その割に地域住民の評価が低いように思う。 

・活動参加者の高齢化による問題。（児童の動きに瞬時に対応できない） 

 

 



【活動の様子】 

 

      三井シニアクラブの活動 

      
 

 

      中方親和会の活動 

      
 

 

中小学校見守り隊の活動 

   
 

 

千浜地区で個人で長年活動される会員さんの活動 

   

 

 

    

 



                                     支援拠点交流                       

地区連合会の活動 

事業実施主体：『大東支部連合会』         （大東児童館まつりでの交流事業） 

事業の概要 

（1）内容 

・手作りおもちゃコーナーの手伝い 

・大型ダンプとユンボ乗車体験 

・乗り物コーナーの見守り 

・飲物販売 

・サイコロゲーム 

・豆まき（幼児・小学生対象） 

（2）活動日 令和 元年 1 月 19 日（日） 9：00～13：00  

（3）会場 大東保健センター（大東児童館） 

（4）参加者 ①交流対象者         園児～小学生、保護者 

②交流会参加者数       園児～小学生、保護者 計 200 名余 

③会員参加者数                        14 名 

             来場者数：延べ 737 名 

（5）講師                                  14 名 

事業の成果課題 ・毎年恒例の事業であり、役員は子どもたちとのふれあいを楽しみにしている。 

・遊びを通じての三世代交流を皆,楽しんでいた。特に豆まきは人気だ。 

・子どもたちや保護者から「いつもありがとう」「楽しかったよ」とねぎらいや 

お礼の言葉をいただいた。 

【活動の様子】 

 

 

       
 

                       



                                    その他                       

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大東支部三井チンドンドリームクラブ』    （チンドン出前での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・チンドン行進で園児とのふれあいを楽しむ。 

・合唱、踊りを園児たちと一緒に楽しむ 

（2）活動日 ・令和 元年 10 月 29 日  9：30～10：10 

（3）会場 ・掛川西大渕横須賀幼稚園 

（4）参加者 ➀交流対象者        園児年少組、先生 

②交流会参加者数            65 名 

③会員参加者数             17 名 

（5）講師又は指導者数                     名 

事業の成果と課題 ・園児たちと歌って踊って楽しく過ごした。 

・最後に年中・年長の園児からのお礼のサプライズで踊りの披露

があり、思いがけない時を過ごした。 

・場所が少し遠かったため、福祉バスでの行き帰りで安心・安全

に移動できた。 

・次年度は大坂こども園、大坂支援センター、千浜保育園が予定

されており、頑張りたいと思います。 

 

【活動の様子】 

 

          



     伝承活動 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大東支部三井シニアクラブ』         （「正月飾り」作りの指導） 

事業の概要 

（1）内容 

・親子共同による「正月飾り」作りでの世代交流 

・正月飾りの由来や意義についての講話 

・しめ縄つくりの実演。 

・指導を受けながらの親子での共同制作。 

（2）活動日 ・令和 元年 12 月 15 日（日） 8：30～11：00 

（3）会場 三井防災センター 

（4）参加者 ①交流対象者 地区の親子と関係役員、シニアクラブ会員 

②交流会参加者数    61 名（子ども 28 名、親 33 名） 

③会員参加者数     15 名 

（5）講師又は指導者数 講師 2 名、指導員 5 名  

事業の成果と課題 ・自治会、子ども会、シニアクラブが合同で行い大変好評です。 

・材料（藁、飾りの品）は自治会が準備する。 

・親子（祖父母）三世代の共同作業もある。 

・講話の後、指導員の手を借りて、左縄で編む。完成時の子ど

もたちの喜びの声と笑顔がとても良い。 

・毎年 12 月 20 日前後の日曜日に行う恒例行事 

【活動の様子】 

          親子で正月飾りづくり            完成を喜ぶ親子 

    
 

         



                                   その他                         

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大須賀支部浜東部ふれあい農園』       （野菜づくりでの交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・保育園児との野菜作りを通しての交流 

（2）活動日 

内 容 開催日 会 場 参加者 会員数 

保育園児 

タマネギ収穫体験 

スイカ植付 

H31.04.18 保育園農園 保育園児 64 名  

引率 7 名 

７名 

保育園児 

ジャガイモ収穫体験 

ラッカセイ植付体験 

R1.06.10 保育園農園 保育園児 64 名  

引率 7 名 

７名 

保育園児 

サツマイモつる挿し 

R1.06.13 保育園農園 保育園児 70 名 

引率 7 名 

8 名 

小学 2 年生 

サツマイモつる挿し 

R1.06.13 保育園農園 小学 2 年 27 名  

引率 1 名 

８名 

保育園児 

七夕祭 交流会 

R1.07.03 保育園 

ホール 

保育園児 82 名 

職員 20 名 

6 名 

保育園児 

サツマイモ収穫体験 

R1.10.29 保育園農園 保育園児 64 名  

引率 7 名 

8 名 

小学校２年生 

サツマイモ収穫体験 

R1.10.29 保育園農園 小学２年 27 名  

引率 2 名 

8 名 

保育園児 

豆まき交流会 

R2.01.29 保育園 

ホール 

保育園児 82 名 

職員 20 名 

7 名 

保育園児 

ジャガイモ植付体験 

R2.02.21 保育園農園 保育園児 55 名  

引率 5 名 

8 名 

 

事業の成果と課題 （成果） 

〇地域との交流（ふれあい） 

・ふれあい農園では、おおぶち保育園児、大渕小児童と共に、野菜を育て収穫

する活動を通じて、交流とふれあいの輪を深めている。 

〇会員相互のふれあい・健康・生きがい 

・子どもたちとのふれあい交流は、会員にとっても、健康維持・増強、生きが

いづくりの場となっている。 

（課題） 

〇会員の減少、高齢化に伴い健康不安や体力減退からの農園作業負担増大な

どが懸念される。 



【活動の様子】 

          



                                     食育での交流    

単位クラブの活動 

事業実施主体：『大須賀支部石津老人クラブ喜楽会』 

（地域イベントでの交流） 

事業の概要 

（1）内容 

①地域市民が集うイベント（e～らふるさと大須賀）に参加し

子供とシニアが一緒に食を通しての交流を深めた。 

②そば打ち体験を通して子どもたちの食への興味関心を高め

ると共に、交流を深める。 

（2）活動日 ① 令和元年 11 月 3 日（日） 

② 令和 2 年２月２2 日（土） 

（3）会場 ① 大須賀老人福祉センター 運動広場 

② 大東保健センター 

（4）参加者 ・交流対象者 ①イベント参加者 500 名 

②そば打ち体験参加者 

・交流会参加者数 ① 約 120 名 ②  10 名 

・会員参加者数  ①   50 名   ②     2 名 

（5）講師又は指導者数 ① 延べ 5 人    ② 延べ ２名 

事業の成果と課題 ①大須賀児童館まつり、「e～ら大須賀」開催時に参加すること

で多くの市民にシニアクラブ活動を周知でき、また相互交

流を図ることができた。これからも、シニアクラブ活動を積

極的に PR 出来る工夫を検討していく。 

②そば打ち体験を通して、子どもたちとの交流を深めること

が出来た。 

 

【活動の様子】 

e～らふるさと大須賀 

              



 

 

           
 

 

 

 

そば打ち体験 

       
 

 

 

 

         

 

 

  



連合会名                                                      

シニアクラブ磐田市                その他                      

地区連合会の活動 

事業実施主体：『見附地区 東大久保知波の会』        （子ども将棋教室の開催） 

事業の概要 

（1）内容 

 

①夏休み子ども将棋教室・クリスマスケーキ作り将棋を通して心を鍛え、友

達を作り、世代交流をする。 

②チャレンジゲームに応援参加 

 見付交流センターで将棋やオセロで楽しく交流。 

③園児との交流 

 新型コロナウイルス感染症予防のため中止。用意したプレゼントを園に

届ける。 

④卒業を祝う会(子ども会に協力) 

 東大久保歴史物語(雲海寺物語を届ける)。 

 

（2）活動日 ①令和元年 7 月 26～8 月 16 日、12 月 21 日 ②令和元年 7 月 28 日～8 月 25 日 

③令和 2 年 2 月 19 日           ④令和 2 年 2 月 8 日 

（3）会場 ①④東大久保公会堂、②見付交流センター、③富士見幼稚園 

（4）参加者 ①交流対象者   東大久保子ども会、見付地区児童、富士見幼稚園児、 

②交流会参加者数              494 名 

③会員参加者数               109 名 

（5）講師又は指導者数  

事業の成果と課題  

・継続は力、毎年参加者が多くなり子どもたちにも、家族の方にも喜ばれて

いる。やりがいを感じる。 

・今年は新型コロナウイルス感染症予防のため、年度末の行事は縮小又は

中止せざるを得なかった。誠に残念ですが今後も継続していきたい。 

 

 
 



          【活動の様子】 

 

 

 

   
 

 

 

 

  
                 

        

          

 

 

         

           

 

 

 

 



                             

単位クラブの活動 

事業実施主体：『見附地区 元宮町シニアクラブ』         （将棋教室の開催） 

事業の概要 

（1）内容 

 

・町内の小中学生・高校生を対象に、町内の同級生はもとより、大人

との交流を促進させ、各自の視野を広げてもらうことを目的に、子

ども同士、シニアクラブ会員との対局の場を設定し、交流を深めて

いる。 

 

（2）活動日 ①令和元年 7 月～8 月 5 回 夏休み将棋教室 

②令和元年 12 月～令和 2 年 1 月 3 回 

（3）会場 ・元宮町公会堂 

（4）参加者 ①交流対象者        小・中・高校生 

②交流会参加者数           62 名 

③会員参加者数            39 名   

（5）講師又は指導者数 指導員（シニアクラブ将棋クラブ員）  39 名 

事業の成果と課題  

・子どもたち延べ 62 名(うち女子 2 名)の参加は昨年の 1.8 倍で、一

時は将棋盤が不足し、対局を待ってもらう状況となり、慌てて町内

に呼びかけ、盤と駒の提供をお願いしたという有様でした。 

・子ども同士の口コミで、将棋クラブのない他の町内の子供の参加が

複数あった。 

・教室参加者への参加賞、優勝・準優勝・第 3 位と賞品を用意したこ

とが好評で、是非次回も大会をやって欲しいと、目を輝かせてい

た。 

・今後この子どもたちの期待に是非応えていきたい。 

 

 

 

 

  その他 



【活動の様子】 

       

            
       

                        
 

                              



 

 

 

地区連合会の活動 

事業実施主体：『南部地区連合会』       （南部地区スポーツ大会での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・シニアクラブ磐田市南部地区（長野支部、天竜支部）のスポ

ーツ大会に、磐田市立長野幼稚園児と交流した。 

 ・魚釣りゲーム「太公望」を一緒に楽しんだ 

 ・園児のお遊戯を会員一同で楽しむ。 

 ・園児と会員のおしゃべり交流の時間があった 

（2）活動日 ・令和 元年 10 月 24 日 

（3）会場 ・長野交流センターグランド 

（4）参加者 ①交流対象者     長野幼稚園児 

②交流会参加者数       55 名 

③会員参加者数        190 名  

（5）講師又は指導者数 長野幼稚園 保育士 6 名 

事業の成果と課題 ・秋らしい天気に恵まれ、芝生グラウンドで元気に魚釣りゲー

ム「太公望」に参加した。 

・年少・年中・年長各組による遊戯をハツラツと披露してくれ

会員一同大喜びであった。 

・園児と会員との楽しい交流が出来た。 

【活動の様子】 

                                
 

 

スポーツ交流 



 

地区連合会の活動 

事業実施主体：『東部地区連合会』             （東部幼稚園での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

 

①昔遊び 

 年長組を対象に、昔遊んだ、コマまわし・竹製の水鉄砲、か

らくり人形等で楽しんだ 

②焼き芋づくり 

全園児対象に、サツマイモを焼く様子を見た後、芋を味わっ

た。焼き上がるまでの時間、どんぐりでのコマづくりを楽し

んだ。 

 

（2）活動日 ①令和元年 6 月 24 日（月）9：00～11：00 

②令和元年 11 月 5 日（火）8：30～12：00 

（3）会場 ・東部幼稚園 

（4）参加者 ①交流対象者     東部幼稚園児 

②交流会参加者数       226 名 

③会員参加者数         30 名 

 

（5）講師又は指導者数  

事業の成果と課題  

・楽しみに待っていてくれる園児の姿に大きな活力を得るこ

とが出来、大変嬉しい。 

・これからも新しい企画を入れながら、継続して取り組んでい

きたい。 

 

 

 

 

      【活動の様子】 

昔遊び 

 

 



       
    

                    



                           

地区連合会の活動 

事業実施主体：『東部地区連合会』         （子育て支援サークルの開催支援） 

事業の概要 

（1）内容 

 

・御厨地区地域づくり協議会が主催する子育てサークル「うさきっこ」にシ

ニアクラブ会員が参加して、地域の親子とふれあいの場を設けた。 

 

（2）活動日 ・平成 31 年 4 月 12 日（金）～毎月 1 回開催 

（3）会場 ・御厨交流センター 2 階 和室 

（4）参加者 ①交流対象者 地域の 0 歳～5 歳児と保護者 

②交流会参加者数      延べ 300 名 

③会員参加者数       延べ 200 名 

（5）講師又は指導者数            保育士等  7 名 

事業の成果と課題  

○成果 

・乳幼児の保健指導や子育ての心配ごと相談を含め、年齢に合った遊びで

乳幼児の成長及び母親の精神的援助を図る。 

○課題 

・会場が狭く、行動範囲が限られてしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援拠点交流 



【活動の様子】 

 

         
 



                           

地区連合会の活動 

事業実施主体：『東部地区連合会』           （地区文化祭での交流会開催） 

事業の概要 

（1）内容 

・南御厨地区文化祭に参加。 

・会員と地区幼稚園児、地域居住の外国人小学生との交流会開催。 

・レクダンス等を披露、交流を行った。 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 3 日（日） 

（3）会場 ・南御厨交流センター  

（4）参加者 ①交流対象者       園児、小学生・保護者 

②交流会参加者数          延べ 25 名 

③会員参加者数           延べ 18 名 

（5）講師又は指導者数  

事業の成果と課題  

・外国人居住者が市内で一番多い地域で、幼稚園児、居住外国人・保護者、

と会員が揃って歌やダンスで交流を図った。 

・多文化共生の観点から相互に理解を深める大変意義深い活動と思われる 

 

【活動の様子】 

 

 

  
 

その他 



 

                           スポーツ交流 

地区連合会の活動 

事業実施主体：『東部地区連合会』         （田原支部スポーツ大会の交流会） 

事業の概要 

（1）内容 

・シニアクラブ磐田市東部地区(田原支部)スポーツ大会で、田

原幼稚園の園児と交流した。 

・幼稚園児がダンスを披露。合同でゲーム、遊技で交流。 

（2）活動日 ・令和元年 10 月 21 日（月） 

（3）会場 ・田原体育館  

（4）参加者 ①交流対象者     田原幼稚園児 

②交流会参加者数        23 名 

③会員参加者数         119 名   

（5）講師又は指導者数            田原幼稚園職員 

事業の成果と課題 ・田原幼稚園児 23 名がゲームやダンスを披露。会員も、いっ

ぱいの元気をいただいた。 

・特に一緒に遊戯が出来、微笑ましい交流となった。 

【活動の様子】 

       

 



    

                             

地区連合会の活動 

事業実施主体：『竜洋地区連合会』          （スポーツ大会での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・竜洋地区スポーツ大会で、竜洋幼稚園の園児と会員が、交流

を行った。 

・会員と一緒にダンスを楽しんだ 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 8 日（金） 

（3）会場 ・竜洋体育センター 

（4）参加者 ①交流対象者     竜洋幼稚園児 

②交流会参加者数       88 名 

③会員参加者数        350 名  

（5）講師又は指導者数                7 名 

事業の成果と課題 ・園児たちは最初、大勢の大人たちの前で少し緊張気味であっ

たが会員と一緒に踊り、たくさんの拍手を貰いだんだん楽

しそうな笑顔になっていった。会員も、子どもたちに大いに

癒されたひと時となった。これからも継続して交流をつづ

けたい。 

スポーツ交流 



【活動の様子】 

     
 



                             

地区連合会の活動 

事業実施主体：『竜洋地区連合会』          （スポーツ大会での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・竜洋西小学校 4 年生児童と交流会を開催。 

・ボッチャ、輪投げ、グラウンドゴルフ、人生ゲーム、トラン

プなどのスポーツ・ゲームを通しての交流を図った。 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 21 日（木） 

（3）会場 ・竜洋体育センター 

（4）参加者 ①交流対象者     竜洋西小学校 4 年児童 

②交流会参加者数            77 名 

③会員参加者数             30 名  

（5）講師又は指導者数                         5 名 

事業の成果と課題 ・普段お年寄りとの交流がない児童と、子どもとの交流のない

会員が、お互いワイワイと競技・ゲームをしながら、何かし

らを理解しあえたのではないかと思う。 

・児童の元気に圧倒されながらも、規律を守ること等を教えら

れたのではないかと思う。 

・児童のパワーに負けないよう会員の参加者を増やしたいも

のです。 

【活動の様子】 

 

 

   
 

その他 



                        

地区連合会の活動 

事業実施主体：『竜洋地区連合会』          （竜洋東こども園での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・会員と竜洋東こども園 5 歳児との交流。 

・大王松の大きな松ぼっくりと普通の松ぼっくりを使いクリ

スマスツリーを作った。 

・パンジーの植替えを会員の指導で一緒に行った。 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 15 日（金） 

（3）会場 ・竜洋体育センター 

（4）参加者 ①交流対象者     竜洋東こども園児 

②交流会参加者数          19 名 

③会員参加者数            9 名  

（5）講師又は指導者数                   1 名 

事業の成果と課題 ・園児たちは、大きな松ぼっくりに驚き、接着剤に苦心しなが

らも会員の指導で楽しそうに、挑戦していた。今回は、偶然

に大王松の松ぼっくりが手に入ったので実施できた。 

・また、楽しそうな材料を見つけて実施したい。 

【活動の様子】 

 

 

   

その他 



                                  昔遊び 

連合会名                                             

シニアクラブ浜松市         

                                         

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚さわやかクラブ』        （子どもフェスタ 工作教室） 

事業の概要 

（1）内容 

・富塚協働センターの子ども夏祭りはイベント盛りだくさん 

 どなたでも参加 OK 館内、体育館、屋外の広場にて開催 

 さわやかクラブは今年は、1 枚の折り紙で 2 本の風車づくり

に挑戦。 

 

（2）活動日 ・令和元年 8 月 4 日（日） 10：00～15：00 

 

（3）会場 ・富塚協働センター 1F 和室 

 

（4）参加者 ①交流対象者       幼児、小学生、父兄 

②交流会参加者数        約 110 名 

③会員参加者数             12 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                   13 名 

 

事業の成果と課題 ・こうじ先生の物づくり体験工作教室を楽しみに参加される

幼児と父兄が多く、ハサミを入れたり、止め具の工夫に親子

の共同作業の微笑ましい姿を見ることが出来た。 

 三世代交流の場であった。 

 

 

 

 



 



 



   



                                    昔遊び                  

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚さわやかクラブ』     （富塚協働センターまつりへの参画） 

事業の概要 

（1）内容 

・恒例の富塚協働センターまつり「こうじ先生の工作教室」で

参画。 

 紙コップとトイレットペーパーの芯と木綿糸 

 はて、何ができるのかな？「びっくり どらえもん」 

 

（2）活動日 ・令和元年 10 月 27 日（日）10：00～15：00 

 

（3）会場 ・富塚協働センター 1F 和室 

 

（4）参加者 ①交流対象者     幼児、小中学生、父兄 

②交流参加者          約 125 名 

③会員参加者数            8 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                 9 名 

 

事業の成果と課題 ・講師のこうじ先生から廃材を利用しての物づくりを参加す

る子どもたちに伝えられるよう指導を受ける。事前に行う、

工程をどのように子どもたちに伝えるか仲間同士で話し合

うのは脳の活性化になった。 

・小学 5 年生の女の子が作品を紛失し落胆しているとのおか

あさんからの電話があり翌日会長が子どもさんに届けると

いう、エピソードが生まれた。 

 

 

 

 

 



 



 



 



                                その他                  

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚さわやかクラブ』      （小学校でのクラブ活動授業 1） 

事業の概要 

（1）内容 

・富塚小学校（H28 年度浜松市内初のコミュニティー推進モ

デル校）でのクラブ活動授業講師。 

 学校の勉強だけではできない何かを伝える。 

 「昔遊びを伝えよう」 

 コマまわし、けん玉、ヨーヨー、お手玉、あやとり 

 

（2）活動日 ・令和元年 9 月 9 日（月）14：20～15：25 

 

（3）会場 ・富塚小学校 2 階 教室 

（4）参加者 ・交流対象者   4,5,6 年生の縦割り学習 

・交流参加者            18 名 

・会員参加者            11 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                 12 名 

 

事業の成果と課題 ・学校の倉庫には、すべての昔遊びの道具が眠っている状態で

あった。 

 男性会員の出番である。コマの芯に紐をまき、床でクルクル

回るコマの様子に、子どもたちの目はキラキラ輝いていま

した。 

・ゲームしか知らない子どもたちから「こんな昔遊びは楽し

い、興味があった。これからも、頑張って後世に伝えてくだ

さい」と思いがけない言葉をうけ、高齢者は嬉しいふれあい

体験の時間を経験させていただいた。 

 

 

 



        



 

その他                 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚さわやかクラブ』            （小学校でのクラブ活動授業 2） 

事業の概要 

（1）内容 

・クルクル回る飛行機塔をつくろう 

（2）活動日 ・令和元年 10 月 7 日（月）14：20～15：25 

 

（3）会場 ・富塚小学校 2 階 教室 

 

（4）参加者 ・交流対象者    4,5,6 年生の縦割り学習 

・交流参加者            18 名 

・会員参加者             9 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                10 名 

 

事業の成果と課題 ・学校側との事前打ち合わせの中で子どもたちは動くものに

特に興味がある。物づくりの過程を学ばせたいとの要望が

あった。厚紙の飛行機が、曲げた針金に沿ってクルクル回り

伝う様子に子どもたちは興味があり、手作り玩具の面白さ

を伝えることが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   



                                    その他                  

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚さわやかクラブ』       （小学校でのクラブ活動授業 3） 

事業の概要 

（1）内容 

・飛ぶ飛行機を作ろう 

（2）活動日 ・令和元年 11 月 25 日（月）14：20～15：25 

 

（3）会場 ・富塚小学校 2 階 教室 

 

（4）参加者 交流対象者      4,5,6 年の縦割り学習 

交流参加者             18 名 

会員参加者             11 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                12 名 

 

事業の成果と課題 ・クラブ活動授業 3 回目 

 子どもたちにも楽しい授業であったように思います。 

 感想文に 

 「頭を使ったおもちゃ、動く飛行機を分かり易く教えてくれ

たこと、間違っても一緒に作り直してくれたこと、サワヤカ

の皆さんありがとう」 

・普段できない遊びを大勢の仲間とともに地域の子どもたち

に伝えられたことは大変嬉しい感動体験であった。 

 

 

 

 

 

 



  



         その他         

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚さわやかクラブ』     （子ども会とのクリスマス会交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域の富塚中央子ども会とのクリスマス会の交流 

 地域で交流している子ども会よりボーリング大会の誘いが

あったが、当日生憎、他団体との行事が重なってしまい、後

半のふれあい交流会に合流した。 

・さわやかクラブから指体操を子どもたちがクリスマスソン

グを披露。和やかな交流会となった。お菓子を手渡し子ども

たちのうれしそうな顔が見れた。 

 

（2）活動日 ・令和元年 12 月 8 日（日）12：30～16：00 

 

（3）会場 ・毎日ボウリング場 

 

（4）参加者 ・交流対象者   子ども会会員と保護者  

・交流参加者           58 名 

・会員参加者             5 名 

 

（5）講師又は指導者数 延べ                 名 

事業の成果と課題 ・この頃は、子ども会への入会者が減少気味だと、父兄から話

があった。率先して役割を担う父兄がいないとのこと。 

・地域の子どもたちの見守りをするクラブの活動への理解を 

 お願いする。 

 

 

 

 

 
 

                          



 



                             見守り活動                  

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚さわやかクラブ』          （声掛けあいさつ運動） 

事業の概要 

（1）内容 

・富塚小学校 声掛けあいさつ運動 07：15～07：45 

・小学校正門前他 3 か所にて登校前の子どもたちに「おはよ

うございます。行ってらっしゃい」と地域の見守りを伝え

る。 

 

（2）活動日  平成 31 年 4 月 8 日～4 月 12 日 

 令和元年 9 月 2 日～9 月 6 日 

 令和 2 年 1 月 7 日～1 月 11 日 

 

（3）会場 富塚小学校 正門 周辺 

 

（4）参加者 ・交流対象者    富塚小学校 生徒 

・交流参加者            564 名 

・会員参加者            10 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                名 

事業の成果と課題 ・活動を始めて 5 年目 各学期初めの 5 日間活動しています。 

・殆どの子どもさんが必ず「おはようございます。」の返事を

くれる。この声に今日も一日何か良いことがあるかな！と

早起きをする目的が持てます。 

・しかし活動中は自分たちも交通事故に気をつけてなくては

いけないと気を引き締めます。 

 

 

 

 

 

 



         その他         

単位クラブの活動 

事業実施主体：『新屋ゆとりの会 喜楽会』       （和合こども園との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域内にある和合こども園（保育園）での子どもたちとの交

流を毎年続けている。 

・毎年プレゼントを届けている。 

 

（2）活動日 ・令和元年 7 月 25 日（木）15：00～16：00 

 

（3）会場 ・和合こども園 

 

（4）参加者 ・交流対象者               0 歳児 

・交流参加者               19 名 

・会員参加者                 2 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                      名 

事業の成果と課題 ・新屋ゆとりの会との交流は長年続き、集会場までは、散歩コ

ースエリアにあり年数回交流を続けている。 

・園から 0 歳児の遊具が不足しているとの話があり、希望さ

れる柔らかいスポンジ製の「やわらか だん」を届けまし

た。 

・きめ細かな保育指導を見て、シニアクラブが少しでも応援で

きたことを喜んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 
 



      
 

 

 

   

                                                 



     

 

 

                                                          その他 

単位クラブの活動 

事業実施主体：『富塚北寿楽会』               （保育園児との交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・地域保育園の 0 歳児～2 歳児とのお遊び会に参加しお遊び

を通してふれあいの絆を深めた。 

・また、キッチンセンターを寄贈し贈呈式を行った。 

 

（2）活動日 ・令和元年 12 月 2 日（月） 

 

（3）会場 ・浜松市立権現屋保育園 

 

（4）参加者 ① 交流対象者 0 歳児 6 名、1 歳児 16 名、2 歳児 19 名 

① 交流参加者                 41 名 

② 会員参加者                   5 名 

③  

（5）講師又は指導者数 延べ                               6 名 

 

事業の成果と課題 ・元気な園児たちとのおもちゃ遊びを通しての交流でシニア

クラブ会員も元気をたくさんもらいました。 

・クリスマスプレゼントとしてキッチンセンターを寄付し、園

児や保育園職員から大変喜ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 



  



                                   伝承活動 

地区連合会の活動 

事業実施主体：『富塚地区連合会』          （地区社協の活動への参画） 

事業の概要 

（1）内容 

・富塚地区社会福祉協議会が主催する「節分のつどい」への参

画 

・節分のいわれ、遠州地方のなた餅のいわれ等を伝え地域の子

ども達とふれあう。 

・餅つき体験、豆まき、輪投げ。グラウンドゴルフ、ぬり絵、

折り紙等を行った。 

 

（2）活動日 ・令和 2 年 2 月 2 日（日）9：30～11：30 

 

（3）会場 ・富塚協働センター 体育館 和室 

 

（4）参加者 ・交流対象者   地域の丈次、小中学生、父兄 

・交流参加者            約 310 名 

④ 会員参加者                7 名 

⑤  

（5）講師又は指導者数 延べ             名 

 

事業の成果と課題 ・地区社会福祉協議会推進委員に各単位クラブ代表が参画し

ている。 

・地域の行事には、高齢者団体もできる範囲で参加し協力して

いる。 

・餅つきでの臼の中の餅を返す合いの手役が増えるよう願っ

ています。 

 

 

 

 



 



  



 



                                  見守り活動 

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』             （登下校時の見守り） 

事業の概要 

（1）内容 

・登校時及び下校時、交通安全に注意して見守る。 

 活動は年間を通して行い、特に毎月 20 日は「杉のこの日」 

 として、一斉に街頭に立ち、交通安全に努める。 

 

（2）活動日 ・5,6,9,12,1,2 月 20 日 

・4 月 19 日、7 月 19 日、10 月 18 日 

・3 月 11 日予定 

（3）会場 浜松市立下阿多古小学校校門他三か所の交差点 

（4）参加者 ①交流対象者    小学生児童 73 名 

②交流会参加者数        73 名 

③会員参加者数           8 名 

（5）講師又は指導者数 延べ              80 名 

 

事業の成果と課題 ・交通安全についての啓蒙が出来ました。 

・これからも見守り活動を継続していきたい。 

 

 

【活動の様子】      元気よく「おはよう！」 

                    



                                   伝承活動                  

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』            （注連縄づくりの伝承） 

事業の概要 

（1）内容 

・注連縄づくりの伝承による交流 

（2）活動日 ①ホットエリア阿多古 令和 元年 12 月 13 日（金） 

②天竜特別支援学校  平成 29 年 12 月 19 日（木） 

（3）会場 ①ホットエリア阿多古 

②天竜特別支援学校 ちびっこ広場 

（4）参加者 
 

 ①  ② 

交流対象者 10 人 15 人 

交流参加者 8 人 13 人 

会員参加者 5 人 10 人 

（5）講師又は指導者数 延べ    ① 5 人、② 10 人 

事業の成果と課題 ①中学生が中心であったので少し教えると直ぐに縄をなえる

ようになりました。もう少し時間が欲しかった。 

②小学生が対象で、短時間では無理なので殆ど会員が綯うこ

とになった。 

【活動の様子】 

中学生はすぐ作れるようになりました。          小学生には少し難しいかな 

  



                                昔遊び                  

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』          （小学生と昔遊びを楽しむ） 

事業の概要 

（1）内容 

・昔よく遊んだ遊び 

コマ、お手玉、めんこ、けん玉、あやとり、かるた等で、子

どもたちと遊ぶ。 

（2）活動日 ・令和 2 年 1 月 20 日（月） 

（3）会場 ・浜松市立下阿多古小学校 体育館 

（4）参加者  ①交流対象者        18 名 

 ②交流参加者        18 名 

 ③会員参加者        10 名 

（5）講師又は指導者数 延べ              10 名 

事業の成果と課題 小学校 1・2 年生が対象。時間が短く伝承するのが難しい。 

【活動の様子】 

   子どもたちとカルタ取りをしています 

            
 

 

 



                                昔遊び                  

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』          （小学生と昔遊びを楽しむ） 

事業の概要 

（1）内容 

・小学 1,2 年生と幼稚園児を対象に、昔遊んだ遊びを紹介。 

 実際に、紙鉄砲、紙飛行、竹とんぼを作って、一緒に遊びました。 

（2）活動日 ・令和 2 年 2 月 7 日（金） 

（3）会場 ・上阿多古小学校 体育館 

（4）参加者  ①交流対象者        14 名 

 ②交流参加者        18 名 

 ③会員参加者         7 名 

（5）講師又は指導者数 延べ               7 名 

事業の成果と課題 ・昔は遊び方や遊び道具は自分たちで工夫して作ていたことを話

し、実際にいくつか作って見せ、一緒にそれを使って楽しんだ。 

・少子化が進み、放課後の子供の交流や遊びの機会が失われている。

そういった場所や・機会を設けていかなければならない。 

【活動の様子】        おもちゃを自分で作って遊ぶのって楽しいね 

     
 

                                



 

食育での交流                 

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』                    （米作りと食事会での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・下阿多古小学校生徒に米作りと関連作業の指導していま

す。。 

（2）活動日 田植え     令和元年 6 月 13 日（木）       

すがい作り   令和元年 9 月 30 日（火） 

稲刈り     令和元年 10 月 16 日（水） 

（3）会場 ・下阿多古小学校の学校田、廊下 

（4）参加者 

総合計延べ 267 人 

 田植え すがい作り 稲刈り 合計 

対象者 73 31 73 177 

参加者 20 10 20 50 

会員 14 11 15 40 

（5）講師又は指導者数 延べ         25 人 

事業の成果と課題 ・5 年生が授業でお米作りを勉強しています。 

・お米を作る過程を学年を追うごとに少しずつ理解している

ようです。 

・年 1 回だけの田植えでは低学年の児童には難しいようです。 

【活動の様子】 

 

 

   6/13 田植え                    10/16  稲刈りとはさがけ 

    
               

 

 

 



        スポーツ交流         

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』  （児童とのグラウンドゴルフを通じての交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・天竜特別支援学校児童とグラウンドゴルフを通じての交流。 

 病気と闘いながら勉強する児童との心の交流です。 

（2）活動日 ・令和元年 6 月 18 日（火） 

（3）会場 ・天竜特別支援学校 体育館 

（4）参加者 ① 交流対象者 児童、教員   13 名 

⑥ 交流参加者         10 名 

⑦ 会員参加者          10 名 

（5）講師又は指導者数 延べ              10 名 

事業の成果と課題 ・体を動かすことが少ない児童なので、ゲームを通してできる

だけ動くことを心掛けています。 

・病気がちですぐに切れてしまう児童を居り、対応が難しいと

ころがありますが、交流ができたことが成果です。 

【活動の様子】 

 

      

 
 

                          



        スポーツ交流         

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』          （グラウンドゴルフでの交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・上阿多古小学校 4～6 年生と一部父兄を交えてグラウンドゴ

ルフを通じて交流を行った。 

・競技ルール、上手な打ち方を教え、ホールインワンゲームで

楽しんだ。 

（2）活動日 ・令和元年 5 月 18 日（土） 

（3）会場 ・浜松市立上阿多古小学校 運動場 

（4）参加者 ① 交流対象者       児童      20 名 

⑧ 交流参加者      父兄を含み    30 名 

⑨ 会員参加者                 5 名 

（5）講師又は指導者数 延べ                     5 名 

事業の成果と課題 ・競技のルールやマナーを指導できた。 

・誰でもできるスポーツであり、子ども達と楽しく交流ができ

た。 

 

 

【活動の様子】 

 

   
  

 

 

 



 

                                    その他                  

地区連合会の活動 
事業実施主体：『天竜地区連合会』             （クラブ活動での交流） 

事業の概要 

（1）内容 

・学校生活をより充実したものにするために、学年の枠にとら

われない活動や体験をしてもらう。 

（2）活動日 令和元年 9 月 9 日 （月） 

令和元年 10 月 7 日 （月） 

令和元年 10 月 28 日（月） 

（3）会場 ・浜松市立下阿多古小学校 運動場 

（4）参加者  

交流対象者            15 名 

交流参加者             13 名 

会員参加者            12 名 

（5）講師又は指導者数 延べ               15 名 

事業の成果と課題 ・座学ではなく、屋外なのでのびのび身体を動かすことが出来

る。 

・限られた時間で、もう少し時間が欲しい。 

【活動の様子】 
 

                            



                                スポーツ交流 

連合会名                                 

こ・い・き・れ・ん 

（湖西市いきいきクラブ連合会） 

市連合会の活動                        

事業実施主体：『こ・い・き・れ・ん』       （三世代輪投げ大会） 

事業の概要 

（1）内容 

・三世代輪投げ大会の開催 

（2）活動日 ・令和元年 9 月 8 日（土） 

 

（3）会場 ・湖西市アメニティプラザ 

 

 

（4）参加者 

①交流対象者 小中学生とその親 

②交流会参加者数   約 200 名 内子ども 54 名 

③会員参加者数    135 名 

 

（5）講師又は指導者数      審判員として   15 名 

 

事業の成果と課題 ・こどもと大人 個人戦 団体戦の 3 部門で実施 

・ゲームを通して 3 世代の絆が深まったと思います。 

・点数集計をデータ化して集計。順位などスムースに発表出来

た。 

・こども個人戦を最終ゲームに持って行ったため途中で帰る

方もなく表彰式に残っていただき大変盛り上がった。 

 

 

 

 
 

                                                



                                   伝承活動 

市連合会の活動 

事業実施主体：『こ・い・き・れ・ん』       （幼稚園児との豆まき） 

事業の概要 

（1）内容 

・地区自治会と連携しシニアクラブ会員と地元幼稚園

児で豆まきを行い交流を図る。 

 

 

（2）活動日 ・令和 2 年 2 月 3 日 

 

（3）会場 ・新所地区 むつみ荘 

 

 

（4）参加者 

①交流対象者 幼稚園児 

②交流会参加者数   約 65 名 

③会員参加者数      25 名 

 

 

（5）講師又は指導者数  

事業の成果と課題 ・幼稚園児と当会会員で豆まきをしました。 

 鬼役は当会会員で園児は「鬼は外」と大きな声で豆

を投げていました。 

・この頃は各家庭でも行うことが少なくなった日本古

来の伝統ある行事を今後もつづけて行きたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



【活動の様子】 

 



 

連合会名                                  昔遊び                   

シニアクラブ静岡県        

県連合会の活動 

事業実施主体：『シニアクラブ静岡県』（協力市町連合会：伊豆市、三島市、沼津市、函

南町、清水町、長泉町）                 （こどもだいがく参画） 

事業の概要 

（1）内容 

・沼津市プラサヴェルデで開催された「こども夏だいがく」へ

東部地区市町連合会女性部中心に昔遊びコーナーで参画。 

折り紙、モノづくり、風車、バルーンアート等多彩な内容で

来場した子どもとその父兄との交流を楽しんだ。 

（2）活動日 令和 1 年 8 月 17（土）～18（日）10：00～16：30 

（3）会場 沼津市 プラサヴェルデ 多目的ホール 

（4）参加者 ①交流対象者：来場された子どもとその家族 

②交流会参加者数  約 4,000 名 

③会員参加者数    延べ 43 名  

（5）講師又は指導者数 延べ       43 人 

事業の成果と課題 ・今年度も子ども達とその親世代との交流、シニアクラブ活動

の PR に有効と考え参画。東部地区女性委員会の協力を得

て、6 市町から子供世代との交流に自信のある会員さんに参

加していただいた。 

・当日は、伊豆市の皆さんの折り紙細工、清水町が得意の風車、

沼津の‟大平のエジソン“土屋さんの創意工夫を凝らしたお

もちゃ、三島市のバルーンアート等多彩な遊びと物づくり

で来場した子ども達やその親たちとの世代間交流を童心に

かえって楽しんだ。 

イベントに参加された会員さんからも「本心からリフレッシ

ュできた」との嬉しいお声があった。 

会員同士の交流、情報交換も活発にできたことは大きな収穫

となった。 



【活動の様子】 

            
 



         



         



         



                                      昔遊び                   

県連合会の活動 

事業実施主体：『シニアクラブ静岡県』（協力市町連合会：焼津市）    

（しずおか元気応援フェア参画） 

事業の概要 

（1）内容 

・恒例の「元気応援フェア」であったが、今年は非常に強い台

風 19 号が接近したため 1 日目の 12 日（土）が中止された。 

 当会では 1 日目中部地区 6 市町の女性部の皆さんのステー

ジでの元気発信（レクダンスショー）を計画していたが、や

むなく全面キャンセルとなり、多くの方にご迷惑をおかけ

したことは残念でした。 

・2 日目は、主催者側から予定通り開催との通知を受けたが、

JR 東海道線が始発から運転見合わせしており、当日の「昔

遊びコーナー」運営スタッフ（焼津市女性部が担当）の足の

確保が難しいと判断、参加予定者に無理をしないで良いと

ご連絡したところ、皆さん行くつもりで準備しているとの

お返事。重ねて無理のないようお願いし事務局は先発させ

ていただいた。 

 予定通りイベントは 10 時開会で進行したが、肝心のブース

にはスタッフ不在で開店休業状態であった。幸、各地に大き

な爪痕を残した台風であったが、静岡県中部地区での被害

も限定的であったためか、思いのほか会場への来場者が多

く、接客に窮している最中、焼津のお二人が笑顔で到着。娘

さんが急遽、お車で送ってくれたとのこと、感謝感謝であ

る。昼過ぎには他のスタッフも駆けつけていただき、無事コ

ーナーを運営維持することが出来た。 

（2）活動日 令和 1 年 10 月 12 日（土）～13 日（日） 

（3）会場 静岡市 ツインメッセ静岡 北館 

（4）参加者 ①交流対象者：来場された子どもとその家族 

②交流会参加者数    約 4,000 名 

③会員参加者数       5 名  



（5）講師又は指導者数 延べ      5 名 

事業の成果と課題 ・イベントは 1 日開催となり、当会で予定していた「高齢者の

元気発信」の部分は実施できなかったが、「昔遊びコーナー」

は何とか実施できた。あらためて、クラブ会員さんの強い連

帯意識と、温かい思いやり、奉仕の気持ちを強く感じた。 

 そんなおもてなしに来場された方々もきっと満足してくれ

たことと思う。。 

【活動の様子】 

    



     

        


