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福井いきいき会とは

 ２０１３年１月、福井会長がこれから増えていく高
齢者が、行き場がなく家に閉じこもってしまうのを
何とか防ぐように、過去のしがらみのない環境で、
高齢者同士が集う会合を作りたいとして、同級生や
身近な人に熱心に声掛けをして誕生したものです。

 最初の会合は、わずか２０名でしたが、会長の熱心
さに打たれて参加する人が増えていきました。

 最初は、アオッサの県の会議室をお借りして、月に
一回だけの例会を開いて、講演を聞く会でした。



２０１３年のトピックス

年 月 トピックス

2013

1
福井いきいき会発足

第一回例会開催

７

福井いきいき会規約制定

福井会長ほか役員の選任

運営委員会開始
サークル活動を開始

12 応募川柳の会員による優秀句の選定



福井いきいき会が発展できたの
はサークル活動の開始でした。

 月に一回の例会の参加者が、５０名に届くようになっ
た７月に、会に運営委員会を設け、最初の委員会で、
より活動を活発にする方法を議論しました。

 その結論は、例会講演だけでなく、会合の機会を増す
ためのサークル活動を始めることと、会の規約を制定
することでした。

 課題は、サークル活動をする場所でしたが、アオッサ
の会議室を使用して、４つのサークル活動を開始しま
した。

 その後、日本システムバンク（株）社のご厚意でエコ
ライフプラザによろず茶屋を開くことができました。



駅前よろず茶屋の立地

福井駅前の一等地に、エコライフプラザビルがあり、
駅前よろず茶屋は、その５階にありました。



駅前よろず茶屋の設備（１）

会議室 設備
プロジェクター
スクリーン
DVDプレイヤー
ミニコンポ
アンプ
ノートパソコン ２台
無線LAN
35型テレビ
ホワイトボード

麻雀卓
４台



例会の参加者推移
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現在のよろず茶屋会場

２０１９年９月、エコライフプラザの５階が使え
なくなりましたが、同ビルの２，３階に新たな活
動場所を作ることができました。
ここが、現在の活動場所です。



参加者数の推移
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現在の福井いきいき会

 福井いきいき会は、「一生勉強」、「一生感動」、「一生青春」を合言葉に、

高齢者が健康で生き甲斐のある日常生活を過ごせるように月一回の講演会と、

２４のサークル活動のほか、旅行会・見学会なども実施しています。

 入会金も、年会費も不要で、原則参加ごとに100円を会場費兼事務費として

いただくだけで会を運営しています。現在（2021年9月）すでに約150名の

会員が、定例会の講演を聴き、あるは希望のサークル活動に参加し、いきい

きと過ごしています。

 福井いきいき会は、毎月福井いきいき会新聞を発行し、ホームページでも活

動を公開しています。会の行事予定、講演会の講演概要、サークルの活動結

果の報告など、ほぼすべての活動状況を閲覧することができます。



２０１９年１月 福井いきいき会新聞を創刊



最新号は第３３号、文化祭の概要も載せてあります。



福井いきいき会のホームページ



行事予定表も見られます。



サークルの講演資料や、実施報告書を閲覧
できます。



QRコードをスマホで読み込むと、
いきいき会新聞、行事予定表、な
どを直接見ることができます。



現在の活動は、
サークル活動がメイン



一生勉強のサークル

歴史を楽しむ会

新聞記事を読む会

よろず討論会

易しい科学の話

経済指標を考える会

卓話を聴く会

スマホ勉強会



「歴史を楽しむ会」、８月から再開されました。
講師は、当会が誇る強力講師陣が交代で講演します。

８月 「天皇、天子、皇帝」 （寺岡弘文） （実施済）
９月 「新撰組が幕末の日本を動かした！」

（その１）（大野 勉） （実施済）
１０月 「明治時代を見直そう」 （井上清一）

１１月 「弱者に手を差し伸べた国家官僚
添田敬一郎」 （小坂武士）

歴史を楽しむ会



• ほぼ一か月の間に掲載
された新聞記事から、
興味ある記事が紹介さ
れます。スポーツ専門
に紹介される方もおら
れます。

• これらの記事について、
会話がはずみ、毎回大
変楽しいサークルに
なっています。

新聞記事を読む会



近年、いろいろな科学技術が開発され、我々はその恩恵を受けてい
ます。そこで、話題になっている科学技術、なぜそんなことができ
るのか、今後どうなっていくのだろうか といった新しい科学技術

の話を１回１テーマで易しく解説しています。

易しい科学の話



会員の積極参加型のサークル

よろず討論会

卓話を聴く会

川柳同好会

短歌の会

合唱サークル

カラオケうた会

芸能倶楽部

囲碁将棋の会



合唱サークル
“美しき日本のうた”

日本の美しい童謡、懐かしい叙情歌、ラジオ歌謡など、曲にま
つわる思い出を語りあいながら合唱しています。コロナによる

休会もありますが、３６回を重ねています。





芸能倶楽部

座長 林 幸男

爆笑喜劇
「仏になった大泥棒」
「三途の川の爺さん」
「絵姿婆女房」
などたくさん

各署で公演



川柳同好会

【人の心を揺さぶり、おもしろくクスッと笑える川柳】を作って、

仲間のみなさんといっしょに、楽しく、リラックスしたひと時を過ご

しませんか？ お気軽にご参加ください。



楽しみを求めるサークル

うたのサロン

映画観賞会

音楽鑑賞会

インターネット世界旅行

夜明けの会

手作りの会

楽しい暮らし方



シニアのミュージックライフ “音楽で人生を豊かに”

これまでに、クラシック、シャンソン、邦楽、映画音楽、ポッ
プス、歌曲等 1,100曲を聴きました。
時代は大きく変わりましたが、音楽を聴きますと在りし日に
戻っていきます。音楽鑑賞会の皆様と豊かなひと時を過ごして
います。

音楽鑑賞会



うたのサロン

華音さんの歌にまつわるエピソードを
聞きながら、ご姉妹三人で、ピアノ伴
奏に合わせて歌うちょっとユニークな
サークルです。



映画観賞会

月２回（第２、第４火曜日の午後）ネット配信（契約）を使って、
洋画と邦画を交互に鑑賞しています。
上映映画については、当日５つほどの候補映画をスライドで提案
し、その中から、参加者の希望の多いものを上映することにして
います。



インターネット世界旅行

インターネットには、豊富な世界旅行の資料が紹介されています。Google 

マップでは、世界各地の映像を、そこにいるような感覚で見ることができます。
インターネット世界旅行のサークルは、それらの情報をもとに、疑似旅行を楽
しもうというものです。



夜明けの会
多難な時代を頑張ってこられた皆様に敬意を表します。この会は、お互いに

本音で語り合うことによって、それぞれの苦労を慰め合い、励ましあうとと

もに、お一人お一人を尊重し、信頼の輪を作って多様化する社会に適応でき

る知識を学んでいきたいと思います。

また、観光業者のサポートを受け、国内でもトップクラスの地元の食と名所

巡りの日帰り旅行を楽しんでいます。



健康維持に関するサークル

ピンポンサークル

私の健康法

健康麻雀

気軽に話せる会



ピンポンの会は、狭いコートで小さな球を追い、ラケットに当て相
手のコートに返すことを繰り返すラリーを楽しんでいます。
参加者には、初めてラケットを持った方、子供の頃に遊びでピンポ
ンされた方、中学や高校時代にクラブ活動された方などと多少レベ
ル差はありますが、当サークル本来の目的は、健全で明るい交流の
場に参加し、体を動かすことで健康寿命を延ばすことにあります。

ピンポンサークル



健康麻雀部会

当サークルは、飲まず、吸わず、賭けずの3条件を守って、麻雀を
楽しんでいます。麻雀は脳の活性化やボケ防止に役立つ遊びです。
現在、麻雀台を９台設置していますが、余裕があるので、新入会員

は大歓迎です。



終わりに
今日初めて来られた方で、当会に関心を持たれた方は、ロビーで新

会員の受付をしていますので、是非入会をしてください。

入会金や年会費は不要です。サークルの予定表（本日配布の新聞に

あります）を見て、関心のあるサークルに直接来て頂いて結構です。

サークルに参加する際に、原則１００円だけ収めていただきます。

それが会の運営の費用に充てられます。

当会は、すべて、ボランティア活動として行われています。

新たに参加される方も、会の運営などに加わっていただけると有難

いです。



ご清聴ありがとうございました。

当会の活動には、
福井市のいきいき長寿よろず茶屋の補助金を

また、本日の文化祭は、
公益財団ふくしん地域協力基金の助成金をいただいております。



２４のサークル活動を、今日はロビーで、ポスター

で展示しています。ぜひご覧ください。



サークル活動の内容は、ロビーの展示場で関係者に尋ねてください。



手作りの会

手作りの会は、福井いきいき会発足と時から続いているサークルで、ビーズ

手芸とレーザクラフトの作成をしています。細かい作業で作品を作るので、

できあがるたびにうれしいのは勿論ですが、人にあげたりすると喜ばれ、そ

の笑顔を見るのも楽しみです。



サークル活動の内容は、ロビーの展示場で関係者に尋ねてください。



囲碁将棋の会

碁盤（将棋盤）と碁石（駒）があり、二人揃いさえすれば、たとえ両者の間

に力の差があっても、将棋なら飛車、角落ち、囲碁なら置き碁などとハン

ディをつけることでほぼ同等に打ち合えることもできます。

囲碁将棋は、頭を使うので認知症予防に大きな効果があり、勝敗は別にし

てとても楽しい会になっています。



スマホ勉強会

世界中でデジタル化が進んでいます。スマホは手軽にデジタル世界と
付き合う装置です。とはいっても、高齢者が活用するにはちょっと

ハードルが高そうですね。
当会のスマホ勉強会は、高齢者にとっても魅力のあるスマホの使い方

を勉強し、日々の生活を楽しめるようにするのを目指しています。



『知識ゼロからの短歌入門』を基に、短歌の基礎を学習してか

ら、経験者、素人を問わず全員で作品の検討に入ります。

さらに、古代から現代に至るまで詠まれてきた「短歌」（長歌

を含む和歌全般も可）の中から、持ち回りにて推挙されたこだ

わりの一首について、蘊蓄を傾けます。

短歌の会



皆さんの関心、興味のあることを話し合い、知恵を出し

合って楽しい暮らし方を探ります。

衣・食・住・健康・夢・日常の出来事など、全員

参加で一緒に楽しみましょう。今年春からスタートした

サークルです

楽しい暮らし方



巷には「健康」や「美容」に関する情報が満ち溢れていますが、
何をよいのか、個人的に判断することは至難となっております。

そこで、健康などに関する会員の体験や考え方を披露してい
ただき、それを基に議論を尽くして、真に役立つ情報や方法を
共有することを目的とします。終わりには、簡単な健康体操と
脳トレを実践していきます。

私の健康法



討論日の前に話題になっているものの中から興味あるテー

マを取り上げ、参加者全員で討論をしています。あなたも是非

参加して、白熱した議論を楽しもうではありませんか。

よろず討論会



人には皆それぞれの人生がありますね。家族があり、
豊かな経験を積み、趣味も違います。そんなことを
サークルで話していただき、仲間と一緒に懇談する会
です。

卓話を聴く会




