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賛助会員のお誘い
人生100年時代
明るく豊かな長寿社会づくりを応援しよう！
長野県長寿社会開発センター賛助会員は、
「誰もがその人らしく生き抜く長寿社会の実現」という
センターの目標と事業に賛同し、
センターを支えるとともに、地域で積極的に活動しています。
仲間に出会え、地域を元気にする賛助会の活動を、
ぜひご一緒しませんか。

公益財団法人

長野県長寿社会開発センター

長野県長寿社会開発センターの取組と賛助会員
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支援します
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信州ねんりんピック
全国ねんりんピック

誰もがその人らしく生き抜く
長寿社会の実現

長野県長寿社会開発センターでは、いつまでも明るく豊かな長寿社会づくりのために、
以下の４つを柱に事業を行っています。

センターのサポート
社会参加活動の実践

賛助会費は以下の事業を通して、明るく豊かな長寿社会づくりに生かされます

情報誌「りらく」の発行

地区賛助会活動支援

地域で輝くシニアの姿、健康や旅など
の情報満載の情報誌を発行し、シニア
の社会参加の機運を高めます。

県内10地区の地区賛助会が、
センター
の趣旨に基づいて行う事業を支援しま
す。

賛助会員グループ活動支援
賛助会員が主体となるグループの活動
を支援します。

明るく豊かな長寿社会へ

地域につながる賛助会

公益財団法人 長野県長寿社会開発センター

公益財団法人 長野県長寿社会開発センター
地区賛助会連絡協議会

理事長

内山 二郎

超

高齢社会を迎える中で、人生
100 年時代をいかに生きがい

のある充実した人生として有意義に
暮らしていくかが大きな課題となっています。いくつに

会長

私

巻井 清人 （飯伊地区賛助会長）

たち賛助会員は約 3200 人の
仲間がいて、長野県長寿社会

開発センターの目標である「誰もがその人らしく生き抜く

なっても、それぞれのステージにおいてその人がその人ら

長寿社会の実現」のため、地区ごとに多彩な活動を展開し

しく生活でき、周りからも認められ、地域の中で自分の居

ています。

場所がある、そうした社会環境をつくることが当センター
の使命です。
この使命を実現するためには、センターと思いを共有し、
地域で社会参加を実践する多くの方のお力が必要です。
賛助会員として、当センターと共に、明るく豊かな長寿
社会実現に向けた県民運動として、盛り上げていただけれ
ば幸いです。

賛助会員としてセンターと共に活動することで、私たち
の持つ力を地域に活かすことができ、また様々な活動に関
わる仲間たちと、つながることができます。大勢の方との
出会いは大きな刺激になり、生きがいにもなっています。
仲間と楽しみ、地域とつながる賛助会への入会をお待ちし
ております。

賛助会だからできること…あなたの楽しみを、社会の力に
賛助会では、仲間と共に楽しみ、地域とつながる様々なグループが活動中です。
多様なグループが賛助会の活動を通してつながることで、
仲間の輪が広がり、地域をつくる大きな力となります。

生涯スポーツ交流大会

●松本地区賛助会

法人の社会貢献のひとつとして
長野県長寿社会開発センターの取組を応援しています

仲間と共に笑い合いながら、健康に生き抜きたい。
地域の関係団体や法人賛助会員と協働し、スポーツ交流大会を開催
しています。

当行は、県内 10 店舗の窓口に音声を聞き取りやすくするよう
「難聴者向け対話支援システム」を設置しており、さらにきめ細
やかで適切に対応が取れるよう「サービス・ケア・アテンダント」
や「認知症サポーター」等の有資格者を県内すべての営業店に配
置するなど、ご高齢のお客様にも配慮した取組を進めており、引
き続き長野県長寿社会開発センターの取組についても応援してお
ります。
当行が協賛している取組の一つである「生涯スポーツ交流大会」
では、シニアの皆様が和気

初対面でも共にプレイすれば気持ちが通います

あいあいと楽しみながら体
を動かし、スポーツ交流を
通してコミュニケーション

夏休み子どもわくわく体験コーナー
夏休み子ども体験講座

の輪が広がっています。

●佐久地区賛助会
●長野地区賛助会

●法人賛助会員
株式会社長野銀行様

参加者への記念品贈呈

賛助会で活動する多様なグループが協働し、得意技を活かして
子どもたちの夏休みの体験プログラムを応援。手芸やダンス、
太極拳や漢詩、よく飛ぶ紙飛行機の作り方など、多彩なメニュー
でシニアと親子が一緒に学べるイベントになりました。

キリトリ線

公益財団法人 長野県長寿社会開発センター

賛助会員入会申込書

佐久地区賛助会

センターの趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

「ビーズのネックレスを作ろう」
ちょっと難しい手仕事も、
丁寧に教えてくれます
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下記の当てはまる番号に必ず○ をしてください。
1 シニア大学 ( 旧老大 ) 在学生・卒業生 ( 平成
2 いきいき実践塾
3 該当なし

修了生

( 平成

年卒業 )

年修了 )

下記の当てはまる番号に必ず○をしてください。
1 賛助会員グループに加入している。または、賛助会員入会
に併せて加入する。
（グループ名：① 主たるグループ
）
（グループ名：②
）
（グループ名：③
）
2 賛助会員グループに加入していない。

（注 1）1 に記入された場合は、クループ長からの届けが無くとも、
本部の台帳に登録されます。
（注 2）今後グループに加入する場合は、グループ長を通じて届けを行ってください。

その他

新たに開業する新幹線飯山駅
の発車メロディーに唱歌「ふ
るさと」が流れたらいい。そ
んな会員のつぶやきから始ま
りました。会員の人脈と知恵
を活用して JR や市に働きか
け、賛助会として要望。夢を
実現させました。ホームに流
足立正則 飯山市長
（左）に要望書を
れる「ふるさと」は、多くの
渡す、清水勅夫 北信地区賛助会長
来訪者に「ふるさと北信濃」 （当時・中）と、鈴木武男 北信地区
賛助会副会長
（右）
を印象付けています。

住

「ふるさと」を飯山駅新幹線
●北信地区賛助会
発車メロディーに

キリトリ線

「かっこいい太極拳」
シニアのかっこよさに
子どもたちもびっくり！

年

性 別

生年月日

長野地区賛助会

大正・昭和・平成

会員の紹介で入会される方は、ご紹介者名を記入して下さい。

身近な地域でつながり、活動できます
地域に密着して活動を行えるよう、県内 10 か所の保健福祉事務所福祉課内に地区賛助会事務局を置いています。

佐久

〒385-8533 佐久市跡部65-1
TEL.0267-63-3141 FAX.0267-63-3110

木曽

〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1
TEL.0264-25-2218 FAX.0264-24-2350

上田

〒386-8555 上田市材木町1-2-6
TEL.0268-25-7124 FAX.0268-23-1973

松本

〒390-0852 松本市島立1020
TEL.0263-40-1911 FAX.0263-40-1803

諏訪

〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10
TEL.0266-57-2910 FAX.0266-57-2963

大町

〒398-8602 大町市大町1058-2
TEL.0261-23-6507 FAX.0261-23-6509

伊那

〒396-8666 伊那市荒井3497
TEL.0265-76-6863 FAX.0265-76-6513

長野

〒380-0936 長野市中御所岡田98-1
TEL.026-228-7023 FAX.026-223-7669

飯田

〒395-0034 飯田市追手町2-678
TEL.0265-53-0464 FAX.0265-53-0474

北信

〒389-2255 飯山市静間1340-1
TEL.0269-62-3725 FAX.0269-63-2934

賛助会員になると…
◉ ◉ ◉ ◉

支部内の賛助会のための部屋や事務機器を、グループ活動に使用できます。（条件は支部により異なります）
グループ活動支援金、立ち上げ給付金など、活動への支援を受けられます。
センター本部および支部が開催する事業に、優先的に参加いただけます。
グループの活動の充実、会員同士やグループ間・外部の他団体との交流や協働について、センターの社会活動
推進員、シニア活動推進コーディネーターがサポートします。

◉ ◉ ◉

県内約 300 の割引協力店で会員証を提示いただくと割引が受けられます。
情報誌「信州りらく」（年 4 回発行）が無料配布されます。
会員証と池田満寿夫デザインによる会員バッジが送られます。

会員バッジ（シンボルマーク）
長寿社会の未来に向かっての可
能性と豊かさを緑色の「寿」で
あらわし、赤色は活力、紫色は
落ち着きと気品を表します

賛助会費と入会方法
個人会員

3,000 円（年間）

法人会員

30,000 円（年間）

入会金 1,000 円（入会金無料キャンペーン中）
入会金 10,000 円（入会金無料キャンペーン中）
＊加入資格、年齢制限はありません。
左のはがきにご記入の上、
郵送あるいは支部職員にお渡しください。

公益財団法人

長野県長寿社会開発センター
〒380-0928 長野市若里7-1-7
長野県社会福祉総合センター５F
TEL.026-226-3741 FAX.026-226-8327
E メール info@nicesenior.or.jp
ホームページ http://www.nicesenior.or.jp/

長野県長寿社会開発センターは…
高齢者の生きがいと健康づくりや積極的な社会参加を図るため
に、
長野県において提案された「高齢者会議所」構想をもとに、
国のゴールドプランなどに基づき全国に設置された「明るい長
寿社会づくり推進機構」として、県、市町村、民間の出捐によ
り、平成元年に設立されました。

