
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

 

 

 

会員増強及び老人クラブ活性化に向けた提言 
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はじめに 

 

 

 私たちの暮らす北海道は、全国平均値を上回って高齢化率、高齢者世帯率が

上昇しており、今後も高齢者人口の増加が見込まれておりますが、それに反し

て道内の老人クラブ会員数は平成 10 年をピークに減少が続き、現在ではピーク

時の約半数にまで減少している状況となっています。 

 私たち老人クラブは、豊かな老後を過ごすため、健康・生きがいづくりや、

これまでの知識や経験を活かし諸団体と連携して地域を豊かにする活動に取り

組んできました。 

 これからさらに進展する少子高齢社会の中で、地域を基盤とし、仲間づくり

や様々な地域貢献活動に取り組んでいる老人クラブの衰退は、地域社会の人間

関係の希薄化が進行している今日、地域社会の活力の減退につながることにな

ります。こうした中、活力ある地域社会を次世代へと継承していくことは老人

クラブに寄せられている最重要課題であると言えます。 

 北海道老人クラブ連合会では、平成２７年度から会員の減少に歯止めをか

け、老人クラブ活動の活性化に資するため、北海道老人クラブ「３万人会員増

強運動」の取り組みを始めました。 

 老人クラブ会員の６割以上を占める「女性会員」、これからの高齢者に近い世

代である「若手会員」の力を活用することは、この会員増強運動の大きな柱の

一つでもあります。 

本書は、この会員増強運動の中で、「女性会員」「若手会員」の力をどのよう

に反映させていくか、また、それぞれの視点から取り組むべき課題の解決に向

け、北海道老人クラブ連合会若手委員会、女性委員会合同で検討委員会を立ち

上げ、若手会員・女性会員の立場で検討し「会員増強及び老人クラブ活性化に

向けた提言」としてまとめたものです。  

北海道のすべての市町村老人クラブ連合会、単位老人クラブにおいて会員増

強及び老人クラブの活性化に向けて、具体的な、また、積極的な取り組みがな

されることを願っています。 
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【老人クラブの現状と課題】 

 

 １．道内のクラブ数・会員数の推移  

全国の老人クラブの会員数・クラブ数は平成 10 年の 8,869,086 人・

134,285 クラブをピークに減少傾向にあります。北海道においても下表のと

おり、会員数は平成 10 年の 284,739 人、クラブ数は平成 14 年の 4,271 ク

ラブをピークに全国同様減少しています。  

 

 

 

   

 ２．老人クラブが抱える課題  

   北海道老人クラブ連合会（以下、「道老連」という。）では、先述の通

り、平成２７年度から北海道老人クラブ「３万人会員増強運動」に取り組

んでいます。 

しかし、多くの市町村老連や単位クラブで会員増強を果たしているもの  

の、全体としては十分な成果を挙げるに至っていない現状にあります。  

   これらの課題について、これまでの委員会等で出された発言・意見の主

なものは以下の通りです。 

 

（１）なぜ、加入が増えないか  

    ① 就労している人が多い 

      特に農業や漁業などの第一次産業への従事者。都市部でも就労者 
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の増加や就労年齢の高年齢化によって 60 代からの加入率は低い。 

     

② 老人クラブ以外の活動への参加 

      高齢者大学や他団体が主催のサークル活動等へ参加している。 

 

    ③ 勧誘しても「老人」ではないと言われる 

      自分はまだ老人ではないという意識。 

「老人」という言葉に抵抗を示す人もいる。 

 

    ④ 老人クラブの活動内容がわからない 

      活動内容が周囲に認知されていない。 

      自分の住む地域の老人クラブを知らない。 

 

    ⑤ ライフスタイルの変化 

      就労年齢の高齢化に加え、生活環境の変化から、老後の人間関係も

それまでの友人・知人とのつながりを重視するなど、地域社会への

帰属意識が以前より低い。 

 

  （２）活動上の課題・問題 

     

① 会員の高齢化 

      会員の高齢化に伴い、活動内容が縮小されている。 

      特に、一つのクラブの範囲が広い地域、公共交通機関が整っていな

い地域においては移動手段の問題から活動への参加が少ない。 

 

    ② 就労者の増加に伴う参加者の減少 

      クラブに加入している就労者は、農業・漁業等では参加できる時期

が限られている場合や、それ以外の業種でも日中の参加が難しい等

の理由から行事への参加者が減少している。 

 

    ③ 役員のなり手がいない 

      役員は忙しいという印象から敬遠されており、就任期間の長期化か

ら活動のマンネリ化、停滞を引き起こしているほか、クラブの解散

にもつながっている。 

 

    ④ 若手リーダーの不足 

      若手会員の加入不足から、後継者の育成ができない。 

      また、老人クラブに加入して若手だと色々と使われるとの印象から

加入を敬遠される場合がある。 
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    ⑤ 女性役員の不足 

      老人クラブ会員の６割以上が女性でありながら、女性部等の役員は

務めてもクラブの会長等は少ない。 

   

【課題解決に向けた提言】  

 

１．会員増強・加入促進のために  

会員増強は、「老人クラブが魅力ある活動をすすめる」、「開かれた老人ク  

ラブの運営をする」、「日常の PR 活動を充実する」、そして「会員確保計画を 

立てて粘り強く働きかける」などの日常活動が大切であると言われます。  

こうした考えを基に、課題解決に向け次のような取り組みが必要と思いま  

す。    

 

（１）地道な勧誘活動が１番成果をあげている  

全国老人クラブ連合会（以下、「全老連」という。）の調査では新規加 

入者のクラブへの参加のきっかけは「誘われたから」というのが最も多 

い回答となっています。 

逆に、未加入者の参加していない理由の最も多い回答は「誘われたこ  

とがない」となっています。 

また、勧誘にあたっては、「高年は高年に」「女性は女性に」「若手は  

若手に」行うことが有効であることも調査でわかっています。会長や役 

員任せではなく、会員一人ひとりが自分の周囲の高齢者や予備軍の方に 

声かけを行うことが必要です。 

「勧誘は複数で」、「勧誘強化月間の設定」等、それぞれの単位クラブ 

で、会員皆で知恵を出し合い計画を立て実践しましょう。 

一度断られると再度声をかけにくいですが、断られても声をかけたこ  

とにより、加入を考えるきっかけにもなります。一度断ると自分から入 

りづらいこともありますので、再度声かけをしてみましょう。  

 

  （２）具体的な計画作りは明快な目標になる 

道老連においても全老連においても会員の増強運動の計画を策定し 

ました。市町村老連や単位クラブでは、地域の実情に沿った具体的な計 

画を作ることが望まれます。 

「一年間で〇〇人増やす」、「△年間で□□人増やす」、「会員１人が未  

加入者１人を勧誘する」等、あえて数字を掲げることによってわかりや  

すい目標となるという声も聞かれます。  

また、具体的な目標を皆で考え策定していくと、会員の意思の統一、 

意識の高揚にもつながります。 
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道内の全市町村老連、全クラブにおいて計画が策定されることに加 

え、若手委員会（若手部会）、女性委員会（女性部会）等でも独自の計 

画を立てて進めると、より効果的な活動が広がります。  

 

  （３）クラブの PR 活動を工夫する 

クラブでどのような活動をしているか、また、住んでいる地域の老人  

クラブを知らないという人が多いということから、クラブの会報誌や勧 

誘のチラシなどを作成し、勧誘の際に配る以外にも、公共施設や町内会、 

自治体に配布の依頼や、それぞれ発行している機関紙等への記事の掲載  

をお願いすることも PR の一つです。 

また、体験参加もクラブの活動や人間関係など理解してもらう機会と  

なることから未加入者への大きな PR となります。 

興味のある活動から体験参加してもらうと敷居が低くなります。その 

ほか、老人クラブに入会して地域の中でつながりが出来ると、日常的に 

支え合い、助け合いになるだけでなく災害等の緊急の事態には大きな力  

となります。このような絆が築けるのも老人クラブのＰＲポイントでは  

ないでしょうか。 

 

  （４）広く理解を深めてもらうチャンスづくり  

老人クラブは町内会や自治会、活動施設以外にも様々な団体と活動を  

通して関係しています。 

行政、社会福祉協議会、地域包括支援センターだけでなく、子供の見 

守り活動の際には PTA や交通安全活動の際の警察、健康づくり活動の際 

には、医師会や歯科医師会などの専門団体など、多くの団体との連携の  

強化は老人クラブを多くの人に理解を深めてもらうチャンスです。  

老人クラブ未設置の地域の町内会・自治体に働きかけ、新規のクラブ 

が立ち上げに精力的に活動している例や、高齢者大学などの履修科目に 

老人クラブの会長などが講義し、卒業生の加入を伸ばしている例もあり  

ます。 

また、幼稚園児から大学生など地域の児童や学生たちとの交流は会員  

への良い刺激となるとともに、老人クラブのＰＲ、活動の幅を広げるこ  

とにもなります。 

 

  （５）多彩な活動メニューづくりとその充実 

未加入の方が興味を引く活動を取り入れるなど、この機会に活動内容  

を見直してみましょう。 

クラブの会員全員で考えることで、会員の意識も高まる他、色々なア  

イデアも生まれ、新しいことを取り入れることは、活動のマンネリ化防 

止にもつながります。 
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サークル活動を増やすなど、間口を広げたことで加入増につながった 

例が全老連の調査で報告されており、中には大幅に増加した例もあった  

とのことです。 

高齢者大学卒業生や他の生涯学習履修者等の経験や学習内容が活か 

される活動メニューを取り入れると老人クラブ活動にも参加しやすく 

なります。 

 

  （６）活動できなくなった会員を退会・休会させない 

活動ができなくなったから、行事に参加できないからという理由で退  

会するという会員も多くいます。 

今後、ますます社会的な高齢化だけでなく老人クラブ内の高齢化が進  

む中、加入促進だけでなく、並行して既存の会員の今後も考えていくこ  

とが大切です。 

絆を大切にし、お互いを支え合うという老人クラブの原点に返り、活  

動ができない、行事に参加できない会員には友愛訪問での安否確認や話 

し相手・相談相手になるなど、退会しなくても老人クラブを続けられる 

体制ができれば、加入を検討している高齢者の方にも安心を与えられま 

す。 

 

  （７）クラブの解散防止と新規クラブの立ち上げ  

会員減少の大きな理由の一つに単位クラブの休会や解散があります。 

一つのクラブが休会や解散すると平均５０人位の会員が減少すること  

になってしまいます。また、会員増強を達成した市町村老連では休会ク  

ラブを復活させたり、新規クラブを立ち上げたりしています。  

クラブの解散防止や、新規クラブの立ち上げのため市町村老連での相  

談機能を強化しましょう。解散しそうなクラブの情報の早期入手や解散  

回避に向けた話し合い、クラブ未設置の地域での立ち上げの際の他団体  

との連携は市町村老連でなければできないことです。  

 

（８）老人クラブ保険の活用をしよう 

この保険は老人クラブ会員であれば年齢制限なく安価で加入でき、内  

容によっては老人クラブ活動中以外の怪我などにも保障されるものと  

なっています。 

まだ現役で働いている方も会員であれば補償対象となることから、老 

人クラブ保険の加入を会員の加入促進に取り入れたところ、はじめは保 

険のために加入した方たちも次第にクラブの活動に参加してくれるよ  

うになった例があります。 

個別勧誘の折には「老人クラブ保険」のチラシやリーフレットを持っ  

て行って、話のきっかけにしてみましょう。  
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（９）日本ハムレトルトカレーを加入促進のきっかけに  

道老連では日本ハム（株）の応援を得て、クラブ会員に市価より安価  

なレトルトカレーの販売を始めており、単位クラブで取扱いをすれば手 

数料として収益の一部が還元されることとなっています。 

催しの際の景品としてや、災害時等の非常食など、様々な用途で活用  

いただける、このような会員限定の特典も会員増強運動の後押しになり 

ます。 

カレーに含まれている香辛料は、美容や認知症予防、うつ病にも良い 

という研究結果も報告されていますので、勧誘の際の話題づくりになり 

ます。 

また、還元金を季節の行事や記念行事の資金として活用する方法も検 

討されてはいかがでしょうか。 

     

  ２．老人クラブ活性化のために  

    老人クラブの活動は、仲間づくりを通して、①生きがいと健康づくり、 

   生活を豊かにする楽しい活動を行うことと、②高齢者の方々の知識や経験 

   を生かして、地域を豊かにする社会活動に取り組むことにあります。  

 この２つの活動目的をすべてのクラブ会員が共有し、次のように活動  

していくことが老人クラブ活性化につながるもの思います。 

  

（１）楽しいクラブづくり  

     楽しくなければ続かず、楽しくなければ加入する人もいません。しか 

し、楽しいと感じる活動は人によって様々です。  

     特定の人しか楽しめない内容だけではなく、スポーツやダンス、カラ 

オケなどの活動や研修会、仲間との会話など色々な活動を行っているク  

ラブには活気があります。チーム対抗を取り入れたボーリング大会を開

催したら多数の参加があったとの報告もあります。  

クラブが楽しいと知ると、入りたくなる人も増えるでしょう。  

そのために、どのようなクラブが楽しいか、会員全員で考え、実践し

ていきましょう。それが、クラブへの愛着と、会員一人ひとりの意識の

向上につながります。 

 

  （２）役員の負担を軽減しましょう 

活動の停滞は、役員の負担の大きさにも表れます。一人、二人ではで 

きることが限られます。 

また、役員の負担の大きさから引き受け手がいなくなる後継者問題の  

解消、会員一人ひとりが役割を理解していると不測の事態が起こっても 

    誰かがカバーし合って、活動の停滞は防ぐことができます。 
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     特定の人たちに任せるのではなく、クラブの皆んなで役割を分担し、 

    役員だけでなく一人ひとりの負担の軽減を図りましょう。  

任期の短縮や、１任期の中で２人での交代制、１つの役割を２～３人 

で分担など、クラブに合った負担の少ない方法を考えましょう。  

  

  （３）女性会員の特色を活かす 

     北海道内の老人クラブ男女別の割合は男性が４割弱、女性が６割強と 

    なっています。 

     女性会員には女性ならではの視点やきめ細やかさがあり、友愛活動や  

社会奉仕活動、近年取り組みが増えているサロン活動などで大いに活か 

されています。 

また、女性同士の横のつながりの広さもまた老人クラブ活動において 

大きな強みとなります。 

     このような特色が発揮でき、女性会員の方が、楽しくやりがいのある 

活動ができれば、人が人を呼び新規会員の加入にもつながっていくと考 

えられます。 

この先駆けとなるよう、まず道老連女性委員会の道老連役員・評議員  

への登用機会の拡充と活性化を望みます。 

 

  （４）若手会員の組織化を進めよう 

     全道の老人クラブ会員に占める 75 歳未満の若手会員の割合は全体の 

約 35％となっており、老人クラブ内においても高齢化が顕著になって 

います。今後の老人クラブの存続を考えると 75 歳未満の会員の加入促

進は最大の懸案事項となっています。 

この世代の加入率が低い理由は先にも記しましたが、加入率を伸ばす 

ためにも何か方策を立てなければなりません。  

加入促進に最も効果を上げている勧誘活動においても、同年代から誘  

われた方が有効であることから、若手会員を中心に進めることが望まし 

いと言えます。 

次に活動内容ですが、老人クラブに入ってみたいという魅力のある内 

容でなければ加入は伸びません。 

若手高齢者にとって魅力ある活動を検討するには、やはり若手会員の 

発想を活動に反映させることが重要であると言えます。 

これらのことから、すでに加入している若手会員の方々の力を反映さ 

せる場の構築は不可欠であり、効果的・効率的に活かすためにも、各単  

位クラブ・各市町村老連において若手委員会（若手部会・盛年部、壮年 

部）などの組織化が必要であると考えられます。  

また、市町村老連で組織化を検討していく中で、道老連にはもっと助 

言やサポートが求められます。 
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なお、全国の若手会員を組織化したところの声の中でメリットとして 

挙げられているのが下記の通りです。  

 

○若手会員は頼りになる 

・行事や活動について、若手組織が手助けして喜ばれている  

○新しい活動に取り組み、活動メニューを増やすことができた  

・新しい活動を若手組織が実施して、老人クラブが活性化した  

○老連やクラブに若手高齢者の意見を反映することができた  

・若手委員会が老連やクラブの中の組織として位置づけられたこと 

により、若手高齢者の提案や提言を活動に反映することができる 

○若手リーダーが育ってきた 

・若手の場ができて、研修会や単位クラブで話をする機会や役割を 

与えられたことにより、リーダー育成につながった  

   

  （５）急がれる若手・女性リーダーの養成  

上記（３）、（４）を効果的に進めるためにもリーダーの養成は欠か  

せません。そのため若手・女性会員を対象にした研修に取り組むこと 

も必要です。 

リーダーの役割、コミュニケーション能力の向上やパソコンを使った 

会報誌の作り方、新しいレクリエーションなど、クラブ活動に活かされ 

る内容を考えましょう。 

 同年代の会員同士、同性の会員同士の交流の機会が増えることは、単 

位クラブ、老連での後継者育成の面からみても好影響となります。  

道老連が行っている研修事業の見直しに当たってはこうしたことを  

含め評価・検討を望みます。 

 

（６）活性化のために力を入れていきたい活動 

     前記の全国の若手委員会を組織化したところの声を参考に、老人クラ 

    ブ活性化に向けこれから力を入れていきたい活動を考えてみましょう。 

 

①  会員の健康はクラブでの取り組みが大切  

クラブの活性化は、会員の活性化と比例します。会員の活性化は会

員の健康状態にも比例します。 

つまり、クラブの活性化に向けて取り組むべき大きな柱の一つは、 

会員の健康状態の維持向上に努めるという事です。 

老人クラブでの健康問題に関する関心は高く、パークゴルフやゲー 

トボール、体操や「ふまねっと」、マージャン、踊りやダンスのサーク 

ル等、様々な形で各クラブ・各老連で取り組まれていますが別項にも 

記載しました通り、運動系の活動は会員個々の体力によって満足でき  
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る内容が異なりますので、様々な状態の方に対応できるように、内容 

が固定化しないようなメニューの工夫をしましょう。 

また、定期的に体力測定を行い、会員の体力をチェックして継続的 

に記録することで、それぞれの体力の推移がわかります。  

クラブ内で日常的に運動をする運動習慣を身に付けることで健康寿  

命を伸ばすことを目指しましょう。 

健康づくりと言っても体を動かすだけでなく色々な取り組みがあり  

ます。その他にも、医師や歯科医師、薬剤師など専門家の方の話を聞  

く機会を設けるとその分野の新しい情報を得ることもできるほか、専  

門家の方々にも老人クラブの健康づくり活動を PR できます。 

様々な取り組みで「健康寿命の延伸」＝「介護予防・認知症予防」 

に努めていくことが会員の健康づくりだけでなく、地域において老人  

クラブの存在意義を高めることになります。 

 

②  地域の支え合い活動をさらに一歩進めましょう 

老人クラブでは友愛活動に取り組んできましたが、これからの高齢

社会において、その取り組みの重要性はますます高まります。  

介護保険法の改正に伴い、新たな地域支え合いの制度が市町村ごと

に作られていきますが、老人クラブでのこれまでの取り組みは、その

制度の中で大いに役立てることができます。 

一人暮らしの方や高齢者世帯が今後さらに増えていく中、声掛けや

話し相手・相談相手、日常的な生活支援を行う老人クラブの友愛活動

は地域社会の担い手の一つとして、会員のみならず、地域の高齢者に

よる支援の輪を拡げることは、会員増強への弾みもなります。  

市町村で推進している新たな地域で支え合い体制へ積極的に参画す

ることは、いままでの活動が公の活動であるという位置づけが強固に

なり、会員の意欲向上にもつながることから、これまでの友愛活動を

一歩前に踏み出してみましょう。 

      

  （７）老人クラブの名称は柔軟に 

     これまで未加入者だけでなく、クラブ会員の中にも「老人」という言 

葉に抵抗があるという意見が全国的にも寄せられています。 

     しかし、老人クラブの根拠が老人福祉法であること、「老人」という  

言葉は本来尊い意味であるということ、行政や関係団体、一般市民の「老 

人クラブ」という名称に対する認知度の高さなど、すぐに名称変更とは 

ならない状況があります。 

     本委員会では、名称の変更は直ちに行うことは難しいとしてもまず道 

老連自体が親しみを持って呼んでいただけるよう他都府県・指定都市老  

連のように「愛称」を設けたらよいのではないかとの意見が出されてお 
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ります。 

     各単位クラブでは「○○会」「△△クラブ」など自由に付けられてい 

ます。愛着や伝統などありますので既存の会員の方の意見も考慮して柔 

軟に対応していきましょう。 

       

      

  おわりに 

  地域によって異なる環境の中では、それぞれ抱える課題は当然異なり  

特に「過疎化」と「高齢化」が同時に進む地域などの厳しい状況下では、 

道老連で推進している「北海道老人クラブ『３万人会員増強運動』」に対 

しても、「すでに取り組んでいるが成果が上がらない」、「現状維持だけで 

も厳しい」といった声が聞かれます。 

    しかし、毎年確実にクラブ数・会員数が減少している現状に歯止めをか  

け、10 年先、20 年先まで見据え老人クラブが存続していくためには、今、 

道老連・市町村老連・単位クラブが一丸となって、「魅力あるクラブづく 

り」をすすめ、この課題に向き合わなければなりません。  

 このためには、道老連が「成功事例に学ぶ」として、会員増強運動の重  

点項目に掲げている①単位クラブは１人から２人の純増を目指すこと、②  

新規クラブの立ち上げを積極的に進めていくこと、③解散クラブの未然防 

止に努めることを、こつこつと辛抱強く、根気強く取り組んでいくこと 

で、これからの老人クラブの光明を見出していくことができるのではない  

かと思います。 

 若手委員、女性委員は、この提言書を自らの行動指針にして会員増強運 

動のその先頭に立って運動を進めていくことにしたいと考えます。 

 

 

平成２９年３月作成 
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