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生涯現役推進センターの取組をご紹介します！
　「ねんりんピックおいでませ！山口2015」を契機とする、シニアのスポーツ、文化、ボランティア
活動等への関心や社会参加意識の高まりを継承、発展させ、関係機関・団体等と連携のもとシニアが
いきいきと活躍できる地域社会の実現を図ります。

《平成29年度 主要事業》※詳細は、生涯現役推進センターホームページを御覧ください。
シニア活躍！ねんりんパワー応援事業
　⑴　生涯現役サポート事業
　　ア　生涯現役社会産学公推進協議会総会・実務担当者会議の開催
　　イ　生涯現役社会づくり新ポータルサイトの管理・運用
　　ウ「アクティブシニア応援プログラム」による人材育成
　　エ　高齢者活動グループ交流会の開催
　　オ　おいでませ！シニア隊の活動支援

　⑵　ねんりんピック山口2017（山口県健康福祉祭）開催事業
　　ア 　スポーツ文化交流大会（第30回全国健康福祉祭あきた大会・県予選会）の開催及び種目別大

会の主催
　　イ　美術展（第30回全国健康福祉祭あきた大会・県予選会）の開催
　　ウ 　第30回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋田2017）への選手派遣（秋田県内10市

町村・18種目）及び美術展への出品（６部門・計12点）

ねんりんピック秋田2017　山口県選手団　団旗授与式を開催しました！
　第30回全国健康福祉祭あきた大会に参加する、18種目総勢145人（選手141人、
事務局４人）の山口県選手団を激励するため、８月９日㈬、山口県庁にて団旗
授与式を開催し、式には選手団の監督や代表者、役員など30人が参加しました。
　式では、山口県健康福祉部　岡　紳爾部長から山口県選手団　澤村　有利
生団長へ団旗が授与され、団長から総合開会式で旗手を務める、テニスの守
本　明雄選手に手渡されました。続いて、岡　紳爾部長、山口県老人クラブ
連合会　西川　三代子会長から激励の言葉が贈られました。山口県選手団あ
いさつでは、選手団を代表して澤村団長が「身の引き締まる思いです。全国
の仲間と交流を深め、活力みなぎる山口県をPRしてきます」と決意の言葉
を述べられました。最後に岡部長、西川会長が選手と激励の握手を交わし、
選手一人ひとりが大会での健闘を誓いました。
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　平成29年５月10日㈬に「ねんりんピック山口2017（山口県健康福祉祭）スポーツ文化交流大会 
総合大会」を開催しました。
　当日は時折雨が降る中での開催となりましたが、怪我なくすべての競技を終えることができま
した。約750人の選手の方々が日頃の練習の成果を発揮され、各競技で年齢を超えた熱い戦いが
繰り広げられました。優勝者は次のとおりです。なお、すべての入賞者につきましては、山口県
生涯現役推進センターのホームページ（http://geneki.jp/nenrin/）を御覧ください。

ねんりんピック山口2017（山口県健康福祉祭）「美術展」を開催しました！！
　平成29年６月３日㈯～５日㈪まで、防府市地域交流センター（アスピラート）において、『ね
んりんピック山口2017（山口県健康福祉祭）「美術展」』を開催しました。
　今年は134点が出品され、いずれも年齢を感じさせない斬新なイメージとたくましいパワーみ
なぎる素晴らしい作品ばかりであり、来場者からは「創作活動に年齢は関係ないですね」、「素晴
らしい作品ばかりで大変感動しました」といった声が、多々聞かれました。金賞受賞者は次のと
おりです。なお、すべての入賞者につきましては、山口県生涯現役推進センターのホームページ
（http://geneki.jp/nenrin/）を御覧ください。

ねんりんピック山口2017（山口県健康福祉祭）スポーツ文化交流大会 総合大会を開催しました！！

種　　目 種　　　　　別 優勝者

卓 　 球

男子60歳以上 田　端　　　誠
男子65歳以上 松　原　秀　行
男子70歳以上 山　本　一二三
女子60歳以上 柳　𠩤　けい子
女子65歳以上 岩　本　初　枝
女子70歳以上 河　村　泰　子

テ ニ ス

男子60歳以上ダブルス 松　山　忠　雄
津　𠮷　宣　生

男子70歳以上ダブルス 髙　嵜　利　丸
守　本　明　雄

女子ダブルス 住　浦　美代子
野　崎　京　子

ソフトテニス

男子ダブルス 有　田　勝　介
梶　山　百合夫

女子ダブルス 松　村　啓　子
奥　迫　智　子

混合ダブルス 石　丸　恭　介
上　利　律　子

種　　目 種　　　　　別 優勝者
ソフトボール フレンズ防府
ペ タ ン ク 宮野明朗会４

弓 道 男子個人戦 浜　野　正　司
女子個人戦 米　田　美佐子

剣 道
65歳未満 杉　原　啓　太
65歳以上70歳未満 河　村　佳　昭
70歳以上 松　井　盾　基

囲 碁 嶋　田　省　三
将 棋 香　川　眞　人
健康マージャン 長　冨　　　稔

部門 氏　　名 市町名 題　　名

日 本 画 湯　浅　信　子 防府市 いたちの散歩
村　前　純　子 山口市 萌し

洋 画 用　殿　敏　明 平生町 大田植え
中　谷　久美子 平生町 なかよし

彫 刻 田　中　繁　滿 防府市 核なき世界
半　田　幸　男 岩国市 接近の火星を見る

工 芸 山　根　博　子 光市 春はあけぼの
髙　崎　忍　富 山陽小野田市 花入

書 吉　井　德　行 美祢市 古泉千樫のうた
上　野　文　子 防府市 山櫻花の下

写 真 今　田　信　夫 萩市 シンクロ
吉　森　静　生 和木町 川舟流し
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　“秋田からつながれ！つらなれ！長寿の輪”のスローガンのもと「第30回全国健康福祉祭あきた大会」
が、９月９日㈯～12日㈫の４日間にわたって開催されました。スポーツ文化交流大会には、山口
県から18種目141人の選手が出場し、すばらしい成績を収められました。また、スポーツ競技だ
けではなく、各都道府県から推薦された作品を集めた「美術展」においても、12点を出品し、３
作品が入賞しました。

第30回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋田2017）が開催されました！！

スポーツ文化交流大会 上位入賞者結果
種　目 チーム名・選手名 市町名 備　　　　考

卓 球 ちょるる山口 第１位グループ　優秀賞
テ ニ ス 山口ちょるる 第３位グループ　準優勝
ソフトテニス 維新150 第１位グループ　第３位
弓 道 山口県 団体戦　優秀賞
剣 道 山口県 団体戦　準優勝
水 泳 石　津　　　昇 光市 75～79歳男　自由形50ｍ　第３位

棟　近　俊　彦 光市 80歳以上男　自由形25ｍ　第３位
囲 碁 鶴の巣籠チーム 団体戦　優秀賞

小　林　路　子 光市 個人戦　女子の部　全勝賞
健康マージャン 山　根　勝　典 柳井市 個人戦　ブロック１　優秀賞

美術展　審査結果
賞 部　門 氏　　名 市町名 題　名

銀　賞 日本画 村　前　純　子 山口市 萌し
銅　賞 日本画 湯　浅　信　子 防府市 いたちの散歩
銅　賞 彫　刻 半　田　幸　男 岩国市 接近の火星を見る

　山口県では、県民が高齢期を迎えても、健やかで自立した生活を送り、
仕事やボランティア活動、生涯学習・スポーツなど、さまざまな分野でい
きいきと活躍できる「生涯現役社会」の実現に向け、産学公連携のもと一
体となって、全県的・総合的な運動の展開を図るため、生涯現役社会産学
公推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置し、本会に事務局を設
置しています。
　このたび推進協議会では、地域で活躍するシニアの学びを支援するため
「アクティブシニア応援プログラム」を作成いたしました。これは、推進協
議会の構成団体を中心に、県や市町行政、市町社会福祉協議会、市町老人クラブ連合会等が実施
する県民向けのセミナーや研修会等の情報を幅広く収集し、目的・分野別等で整理を行い、プ
ログラムとして編成したものです。プログラムは、生涯現役推進センターホームページ（http://
geneki.jp/）からダウンロードいただけます。
　なお冊子を希望される場合は、お手数ですが、事務局まで御連絡ください。

アクティブシニア応援プログラムを作成しました！！
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★作品募集内容
　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の６部門
★参加資格
　 県内にお住いの平成31年４月１日時点で60歳以上（昭
和34年４月１日以前生まれの方）で、アマチュア
の方

生涯現役ニュース

　いつの間にか季節も進み、あと１か月もすると平成30年。今年も
残すところ僅かとなりました。
　１月に新年の目標を立てた方はその目標は達成できそうですか？
転職等、新しいことにチャレンジした方など人生の転機を迎えた方は、
新しい道をどのように歩いてきましたか？この１年を振り返るにはま
だ少し早い気もしますが、あっという間に新年を迎えるような事になっ
てしまいますので、ここらへんで一度立ち止まって考えてみるのも
よいかもしれません。
　これから寒さも厳しくなってまいりますが、お身体を大切になさっ
て、有意義にお過ごしください。

編
集
後
記

〒753-0072　山口市大手町９番６号（山口県社会福祉会館３階）（社福）山口県社会福祉協議会
山口県生涯現役推進センター　TEL 083（928）2385　FAX 083（928）2387

山口県生涯現役推進センター所在地図
←小郡

←小郡 津和野→●山口県庁

●県教育会館

★山口県社会福祉会館

●県立図書館

●山口合同庁舎

●ホテルサンルート

 ●
県埋蔵文化財
センター  ●亀山公園

 県立美術館●
山口市役所●

県道204号線（旧国道９号線）

国道９号線

県立博物館●

津和野→

　平成30年６月9日㈯～６月11日㈪、防府市地域交流
センター（アスピラート）で開催する、ねんりんピッ
ク山口2018「美術展」への出品作品を募集します。こ
の美術展は全国健康福祉祭（ねんりんピック富山2018）
への出品作品の選考会を兼ねています。募集期間は、
平成30年２月13日㈫～３月16日㈮まで
となります。お問合せについては、事
務局までお願いいたします。

ねんりんピック山口2018（山口県健康福祉祭）
「美術展」出品作品募集！

　平成30年５月16日㈬、「維新
百年記念公園」「やまぐちリフ
レッシュパーク」にて、ねんり
んピック山口2018「スポーツ文
化交流大会　総合大会」を開催
予定としております。
　また、この大会の上位成績者
より、平成30年11月３日㈯から
開催されます、「第31回全国健
康福祉祭とやま大会　ねんりん
ピック富山2018」へ派遣する選
手の選考会を兼ねています。
　募集期間は、平成30年２月13
日㈫から３月16日㈮までとなり
ます。お問合せについては、事
務局までお願いいたします。

ねんりんピック山口2018
（山口県健康福祉祭）
スポーツ文化交流大会
総合大会　出場者募集！

★開催種目
　 卓球、テニス、ソフトテニ
ス、ソフトボール、ペタン
ク、弓道、剣道、囲碁、将棋、
健康マージャンの10種目
★参加資格
　 県内にお住いの平成31年４
月１日時点で60歳以上（昭
和34年４月１日以前生まれ
の方）とする。
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