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　（公社）かながわ福祉サービス振興会は、高齢者の社会参加や健康
づくり、生きがいづくりを支援することを目的として、スポーツ活動
や文化活動の成果を発表する機会を提供しています。
　平成 25 年度から神奈川県の事業を受託し、「明るい長寿社会づく
り推進機構」の事務局として、ねんりんピックへの選手団の派遣、か
ながわシニアスポーツフェスタ、かながわシニア美術展の事業を展開
しています。
　また、高齢者のボランティア活動を振興する観点から、平成 21 年度から横浜市のシニアボランティ
アポイント事業も実施してきました。こうした活動は、明るい長寿社会を創る上で重要な政策の一つ
と考えています。
　そして、このたび、こうした元気な高齢者の活動をもっと多くの皆様に知っていただく必要がある
ことから、「かながわシニア通信」を発刊する運びとなりました。

１　若さの秘訣は、夢と希望︕
　65 歳を過ぎると高齢者と呼ばれますが、65 歳を過ぎても若い方が大勢いらっしゃいます。そして、
若いころと同じ夢を追いかけている人が多くいることに気がつきます。夢と希望を持っている人は、
心が若い人です。20 代の人は 20 代の夢。30 代の人は 30 代の夢、40 代、50 代、60 代のそれぞれ
の夢があって良いのではないでしょうか。高齢者が夢と希望を持って自分らしく生きることは、活力
ある神奈川を創る上で重要なことです。サムエル・ウルマンの「青春の詩」には、「人は信念と共に若
く疑惑と共に老いる、人は自信と共に若く恐怖と共に老いる、希望ある限り若く失望と共に老い朽ちる」
という一節があります。
　この詩は、夢と希望を持ち続ける限り、青春であるというメッセージを発しています。青春とは、
若き肉体にあるのではなく、若い精神の中にあるのです。今の自分を信じて、夢をもって活動するこ
とにより、良い成果がもたらされます。年齢に関係なく、夢と希望を持つことが、人生を豊かにし楽
しくするのだと思います。

２　人生の本舞台は常に将来に在り︕
　神奈川県相模原市出身の尾崎行雄氏は、1890 年の国会開設とともに衆議院議員に選ばれ、以後、連
続当選 25 回を果たし、当選回数・議員勤続年数・最高齢議員記録と複数の日本記録を有することから

「憲政の神様」と呼ばれています。没する前年まで国会議員を務め、生涯現役を貫きました。彼は、75
歳の時に「人生の本舞台は常に将来に在り」という言葉を残し、95 歳で亡くなるまで、生涯を立憲主
義の実現のために尽力されました。人は幾つになっても、それまでは人生の序幕に過ぎず、これから
が本舞台なのだと考えて行動することにより、夢と希望が持てるのだと思います。
　これからの超高齢社会、地域住民のお互いの支え合いとともに、夢と希望を持って生涯現役で頑張
る高齢者の存在が大切になります。ご自分の健康寿命を伸ばすために、そして、安心して暮らせる地
域社会を創るために、ご自分の時間をこうした活動に当ててみてはいかがでしょうか。

かながわシニア通信
創刊号発刊に寄せて

公益社団法人
かながわ福祉サービス振興会
理事長　瀬戸　恒彦
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　外に出てスポーツで仲間を作ろう！の初回は競技人口が増加しつつあるグラウンド・ゴルフをご紹
介します。事務局は神奈川県グラウンド・ゴルフ協会の雨宮さんにお話を伺いました。

　初めにグラウンド・ゴルフとはどのようなスポーツですか︖

　いつごろから始まったスポーツで、現在どれだけの人達
が楽しんでおられるのですか︖
　昭和 57年（1982）に鳥取県泊村（現、湯梨浜町）で
誕生し、現在全国で300万人の人々に愛好されています。
　神奈川県では2100名の協会員が登録されており、年間
を通して、地域の練習会から始まり、地域の大会、県内の
各種大会、そして全国大会へと活発に活動しております。
　ゲームは標準コース 8ホールで 1ゲームとなり、最少
打数を競う競技です。
　男女の関係なく取り組め、障害を持たれている方も生涯
スポーツとして取り組まれています。スポーツを通して、
仲間達が集まり、競い合い、良いプレーには称賛し合い、
ゲームの後の楽しい反省会で盛り上がり、充実したシニア
ライフを過ごしております。ちょっと女性協会員が多い楽
しい競技です。

　春の日差しが身体を後
押しする気持ち良い季節
となりました。
　皆さんんも一度グラウ
ンド・ゴルフに挑戦してみませんか。挑戦したい方は、市町役所の
スポーツ関連部署に問い合わせるか、グラウンド・ゴルフ協会のホー
ムページをご覧ください。楽しい仲間が歓迎し、皆様をお待ちして
います。（文中の絵・文章の一部は公社グラウンド・ゴルフ協会のサ
イトを参照させていただきました。）

雨宮さん

専用のクラブ、ボール、スタート
マットを使用して、ボールをクラ
ブで打ち、ホールポストにホール
イン（入って静止した状態）する
までの打数を数えます。

●どこでもできる
●準備は簡単
●ルールは簡単
●時間の制限がない
●プレーヤーの数に制限がない
●審判員はあなた自身
●高度な技術がなくてもできる

グラウンド・ゴルフとは グラウンド・ゴルフとは

主な道具
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　わが国の平均寿命は、2014 年時点で、女性 86.83 歳、男性 80.50 歳で、
ともに過去最高を更新しています。
　また、毎年、「敬老の日」を前に調査している 100 歳以上の高齢者も、
６万人を超える状況となっています。
　神奈川県の黒岩祐治知事は、本年 1 月の年頭記者会見で、昨年 7 月に策定した県の総合計画である「か
ながわグランドデザイン」に基づき、「健康長寿」などの施策に全力で取り組むこととし、それに加え
て「人生 100 歳時代の設計図」を考えていきたいとの意気込みを表明したところです。
　これは、これまで平均寿命が 60 代、70 代、80 代と延伸する中で、人生 100 歳時代の到来も現実
味を帯びてきたものと実感できる状況を前提にしており、20 代から 60 代までを現役とし、その後を
老後と捉えてしまうには、100 歳までの 30 年、40 年は、現役時代に匹敵するもので、もはや、老後
と区分するものでなく「生涯現役」と捉え、これまでの社会常識を変革していく必要があることを示
すものと考えられます。
　前述の県の総合計画である「かながわグランドデザイン」を紹介しますと、「いのち輝くマグネット
神奈川」の実現に向け、今までの取組みで築いた基盤の上に立って、より力強く歩みを進めていくた
めの 4 年間の政策を示しています。特に、超高齢社会や人口減少社会など、日本全体が直面している
課題を乗り越えるために、全国に先駆けて実施する取組み等を「神奈川戦略」として取りまとめてい
ます。
　まず、第一のプロジェクトの柱に、「健康長寿」を掲げ、プロジェクト１の「未病」では、健康寿命
を延伸し、生き生きと暮らせる神奈川を目指すこととしています。「健康寿命」とは、日常生活に制限
を受けない期間であり、平均寿命との差は、約 10 歳となっています。また、「未病」は、健康と病気
を明確に分けるも
のでなく、健康と
病気の間を行き来
する状態をいいま
す。さらに、より
健康な状態に近付
けることが「未病
を治す」取組みで
あり、ライフステー
ジに応じて、「食」、

「運動」、「社会参加」
などを通じて、生
活習慣の改善を支
援するものです。

人生100歳時代の到来︕
～かながわで生き、かながわで輝く～
創刊号発刊に寄せて

「未病」とは、健康と病気を
明確に区分するのではなく、
心身の「健康と病気の間で
連続的に変化する」状態の
ことです。神奈川県は世界
有数の速さで超高齢化・少
子化が進んでいきます。ずっ
と元気に暮らしていくため
に、未病を身近なものとし
て考え、日頃の生活の中で
心身の状態を整えて、より
健康な状態へ近付づけてい
きましょう。

神奈川県保健福祉局
福祉部長　小島　誉寿
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　誰もが、健康で長生きをしたいと思うものであります。今、認知症の発症リスクが懸念されており
ます。
　県では、認知症を発症しないようにするため、コグニサイズという運動プログラムの実践に全県で
取り組んでいます。コグニサイズとは、英語の cognition（認知）と exercise（運動）を組み合わせ
た造語で、国立長寿医療研究センターが開発した認知症予防のプログラムです。この取組みは、NHK
の特集番組をみていた黒岩知事が、超高齢社会に突入する神奈川県でも実践してみようとの想いから、
知事の指示を受けて、プログラムの開発者との調整に愛知県の国立長寿医療研究センターに出向いて、
平成 26 年度の事業化を急遽、調整したところです。
　この事業では、平成 26 年 6 月から平成 27 年２月までの間に、県西地区２市８町の協力の下、146
名の参加者により、ストレッチ、バランストレーニング、有酸素運動に、100 から３ずつ引く「引き算」や、
3 語ずつの「しりとり」などの脳トレーニングを同時に行うことで、「記憶力」や「参加意欲」を刺激
し、軽度認知症の改善効果を期待するもので、実施結果としても、改善効果を実感した方もいるなど、
反響は大きく、継続して取組みたいとする意見もあり、平成 27 年度は、全県で展開することとしたも
のです。
　また、長くなった高齢期を、生活の質を高め、健康で心豊かに暮らし続けるためには、運動、スポー
ツなどの健康づくりをはじめ、趣味や、文化・芸術活動などの生涯学習に加え、地域活動など、様々
な分野、社会で高齢者が活躍できるしく
みづくりが求められています。
　県においても、高齢者が「生涯現役」
を目指せるよう、前述の未病対策をはじ
めとする健康づくりや社会参加のしくみ
づくりを進めてまいりますので、是非、
シルバー世代の知恵と経験を活かしてい
ただき、生きがいを持って、輝いていた
だくことを期待しています。

活動展開風景

コグニステップ
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　外に出かけてハイキングで仲間を作ろう！の初回は季節が良いので鎌倉のアルプスと呼ばれている、
天園ハイキングコースをご紹介します。事務局は現地に出かけ実際に歩いてきました。
　天園ハイキングコースは横浜市や鎌倉近郊地域の小中学校の遠足コースとしても親しまれ、一度は
歩かれた方も多いと思います。交通アクセスも便利で難易度も低く、全コースを 3 時間程度で歩け、
ポイントでは相模湾や富士山を見渡すことのできる、シニアの運動コースとしては申し分ないコース
と言えます。

北鎌倉駅 半僧坊の天狗 勝上献から鎌倉市内を眺める

建長寺

慎重に通過 鎌倉市で一番高い しばし休憩

必ずお読みください　　上記案内図は概略の説明です。天園ハイキングコー
スに行かれる方は「鎌倉市観光協会」やハイキング関連のポータルサイトに詳
細の説明が掲載されておりますので、必ず事前に情報を入手して下さい。また、
場所によっては足元に注意する必要がありますので、持ち物もしっかり準備し
前日の天気なども判断材料にして、無理の無い計画でお出かけ下さい。
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　このコーナーはいろいろな場所でボランティア活動をされている方をご紹介します。皆さんがどのような思
いで活動され、何を生きがいにされているかをご紹介し、自分もやってみようと思われる方を募ります。

　まだまだ元気なシニアの皆さん、ご自分の特技を活かすもよし、趣味を活かすもよし、様々な活動を社会貢
献として活かしてみませんか。
　今回ご訪問した施設は、社会福祉法人清光会 特別養護老人ホーム 
新横浜さわやか苑様におけるボランティアさんの活動風景と声を聞い
て参りました。（訪問日は餅つき大会の行事でした。）

新横浜さわやか苑で活動を始めたきっかけは︖
・既に活動しているお友達の紹介で本日始めて来ました。
・元気なうちに始めたい、その時誘いがあった。
・町内会で、社会貢献を相談しここを紹介していただいた。
・	自分の両親が地方でお世話になっているので、私もお世話したいと
いう思いで紹介いただき始めました。

活動していて良かった事を一言で！
・喜んでくれるところ。　楽しいですよね、喜んでもらうと自分も元気になる。
・お世話差し上げると感謝の言葉が返ってくる。自分もうれしい。家庭では感謝の言葉は帰ってこない。
　（ありがとうなんて言われたことが無い）
・お茶のサービスをすると喜んでもらえる、笑顔がいただける。
・話し掛けると笑顔が返ってくる。少し会話すると大変喜んでいただける。
・「お元気ですか」とか話しかけると返事が返ってくる。話しを聞くととても喜ばれる。

活動のスタートは地域包括や町内会から地域の情報を入手する事から始め、楽しく活動する事が重要の様です。

新横浜さわやか苑・施設長の相内さんにお話を伺いました。

新横浜さわやか苑様にはどれだけのボランティアさんが参加されておられま
すか︖
　180名位登録があり、半分程度が横浜市ボランティアの登録者となります。
　新横浜さわやか苑では既に活動されている方へご相談をする事で、友達を
連れてくださる状況であり、取り組み姿勢の高い方が多く感謝しております。

継続的な活動をしていただける取り組みなどはありますか︖
　施設にとっても責任があるところで、満足感が得られなければ次への継続は難しいと
思っております。ボランティアさんには、輪を作り・楽しく活動して頂ける様取り組ん
でいます。また、施設にとっても外部ボランティアさんに活動いただく事で、地域の風
を入れること。特に施設近郊のご近所さん（住民）による外部からの視点をいただく事
は重要で、施設運営を見直す機会であるとも捉えております。

　新横浜さわやか苑様は近隣住民の方々にボランティアで支援いただく事が、近未来に
おける超高齢者社会への対応（地域を含めた施設運営）に、大きな課題として取り組ん
でおられると感じました。

施設長 相内さん
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ボランティアさん
募集

　皆さん、無償のボランティア活動を行ってみませんか！身近な地域の
各施設では皆様の参加をお待ちしております。ご自分に合った無理の
無い、特技が活かせるお仕事があれば活動してはいかがでしょうか！
　施設の方もボランティアさんの応募をお待ちしております。

川崎市
溝の口

  ①園内喫茶のお手伝い
  ②洗濯・話し相手・散歩の付添い
活 動 日： ①毎週　木　13:30 ～ 15:00
　　　　　 ② 10:00 ～ 15:30（応相談）
	 川崎市恵楽園養護老人ホーム
 川崎市高津区下作延 2 丁目 26 番地 1 号
 044-866-2253（担当：田中）

川崎市
元住吉

  ①ベッドメイク
  ②レクレーション補助他
活 動 日： ①②いつでも可（応相談）
	 川崎市特別養護老人ホームすみよし
 川崎市中原区木月祗園町２- １
 044-455-0880（担当：広瀬）

横須賀市
大楠芦名
  ①洗濯物のたたみ
  ②繕いもの・ボタン付け
活 動 日： ①②ともに 10:00 ～ 12:00 もしくは
  13:00 ～ 14:00（時間・曜日は応相談）
	 日本医療伝道会	衣笠ホーム
 横須賀市芦名 2-4-1
 046-856-7101（担当：渡辺）

川崎市
溝の口

  ①配茶・話し相手・手芸等の手伝い
  ②絵手紙・書道・手芸の指導
  ③演奏・大道芸等一芸の披露
活 動 日： ①～③月～土 10:00 ～ 16:30（応相談）
	 川崎市恵楽園ディサービスセンター
 川崎市高津区下作延 2 丁目 26 番地 1 号
 044-861-2648（担当：田中）

相模原市
淵野辺

  ①囲碁
  ②お茶出し
活 動 日： ①毎週　月・水　午前中
  ②月～金（随時）
	 さがみ愛育会	悠々ディサービスセンター
 相模原市中央区淵野辺 1-16-5
 042-768-0534（担当：松岡）

大和市
つきみ野
  ①浴後のドライヤーがけ
  ②整髪・話し相手
  ③同好会（囲碁・将棋・麻雀のお相手）
活 動 日：  特養・ディサービスにて（応相談）
	 二津屋福祉会	ロゼホームつきみ野
 大和市下鶴間 418-2
 046-272-8808（担当：大谷）

第 15 回かながわシニア美術展　作品募集のご案内
会期・会場 ： 平成 28 年 8 月 25 日（木） ～ 28 日（日）　
  神奈川県民ホールギャラリー（横浜市中区山下町 3-1）
応 募 資 格 ： 県内在住で昭和 33 年 4 月 1 日以前に生まれた（平成 29 年 3 月 31 日時点で 59 歳以上）
  アマチュアの方。
応 募 作 品 ： 3 年以内に制作・撮影した未発表のものと致します。
応 募 部 門 ： 日本画、洋画、彫刻・工芸、書、写真
応 募 期 間 ： 平成 28 年 6 月 1 日（水）～ 7 月 20 日（水）　事務局必着
応 募 用 紙 ： かながわシニア美術展の詳細は応募資料を入手しご確認願います。
  応募用紙は下記にて平成 28 年 5 月ごろより配布致します。
  ○ダウンロード（http://www.kanafuku.jp/festa.new）
  ○県下区市町役所等行政窓口（高齢社会対応の部署）
  ○シニア美術展事務局へ連絡
  電話： 045-640-6128 　Email: senior_festa@kanafuku.jp

編集後記
　取材中、現場で働くボランティアさんに多数お会いしました。
腰の曲がり出した高齢の女性が生き生きと活動される姿に、私
ども編集担当も健康と生きがいの大切さを再認識させていただ
きました。本誌が読者対象であるナイスシニアの皆様の後方支
援誌となるように目指します。
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皆様の本誌に関する御意見・お問い合わせをお待ちしております。
かながわシニア通信は右記のホームページからでもお読みいただけます。　http://www.kanafuku.jp/
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