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第８回高知の輝くシニア大賞受賞者 22名のご紹介 

 高知県社会福祉協議会では、高知県内で地域のために長年、ボランティアやス

ポーツ、文化などに尽力されている 65歳以上のシニアを表彰する「高知の輝く

シニア大賞」を実施しています。今年度は、土佐町や津野町、四万十市など過去

最多の 22名の方々が受賞されました。 

 受賞者の皆さま、本当におめでとうございます！！ 

    皆さまの活動内容を、一部ですがご紹介させていただきます。 

 

             シニア大賞   

スーパーシニア部門 楠瀬 甲一（くすのせ こういち）さん（96歳） 

              高知県弓道連盟（高知市） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96歳というご年齢を感じさせず、現

在もご自身の練習はもちろん、後継者

育成にも尽力される楠瀬さん。 

弓道は 15 歳から始め、戦争をきっ

かけに一度は離れていたそうですが、

教職の定年に伴い、62歳から再び弓を

握り、30年以上活動を継続されていま

す。 

これまで練習やねんりんピック等全

国大会への出場、また弓道連盟の運営

等を通し、普及活動に貢献されてきた

レジェンドであり、その姿はまさにス

ーパーシニアです。 

現在も現役で奮闘する秘訣は、弓道

を通してのたくさんの人との出会い

と、優しい笑顔でお話してくれました。 

練習場所 弓道場「弘徳館」にて 

厳かな雰囲気が伝わってきます 
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            特別賞   

地域貢献部門 伊藤 博史（いとう はるひと）さん（81歳） 

          土佐市文化協会 土佐市文化祭（土佐市） 

 

 

 

            特別賞   

スーパーシニア部門 田内 啓介（たのうち けいすけ）さん（85歳） 

             東部テニスクラブ（香南市） 

  

 

 

市民体育館を拠点に、NPO法人総合

クラブとさの仲間たちと、健康づくり

のため卓球やターゲットバードゴルフ

に励む伊藤さん。 

なんと 60 年近く、地域での演劇や

落語等の文化活動の企画・催しを通し、

地域活性に貢献されています。 

活動の源は、仲間への感謝の気持ち

と、優しい笑顔で話してくれました。 

香南市在住のシニアを中心に、活動する

東部テニスクラブ。 

会員 15名の平均年齢は 74歳で、田内

さんは最高齢ながら週 4 日毎日 3 時間の

練習に休まず励まれています。 

クラブ発足から25年間運営にも第一線

で活躍され、ねんりんピックにもこれまで

6回出場された経歴の持ち主です。 

奥さまや仲間に助けてもらい頑張れゆ

うと、照れくさそうにお話してくれまし

た。 

総合クラブとさの田井さんとニッコリ 

奥さまとのツーショット 田内さん少し照れくさそう 
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           いごっそう賞   

スーパーシニア部門 吉岡 齋（よしおか ひとし）さん（97歳） 

             新荘（しんじょう）憩いの里（須崎市）  

 

 

 

           はちきん賞   

地域貢献部門 木下くみ子さん（73歳） 

          高知 SGG善意通訳クラブ（高知市） 

  

 

97歳とこれまでの候補者の中で、最高

齢を誇る吉岡さん。 

82歳から老人クラブに入会し、地域の

清掃活動や、児童への昔遊びの普及活動

等、たくさんの活動に取り組まれていま

す。 

その中でも、週 1回のグラウンド・ゴル

フの練習には、準備から指導までと、お世

話人をつとめています。 

その姿は、97歳という年齢を感じさせ

ないまさにスーパーシニアです。 

観光客を対象に、高知市内の観光名所を

ガイドする高知 SGG善意通訳クラブ。 

木下さんは、団体発足当初から 33年間

奮闘し、6年前から会長をつとめ、運営は

もちろん、現場でも第一線で活躍していま

す。 

海外の観光客から高知は、「フレンドリ

ー、グリーン、クリーン」と言われている

そうで、その意味は、高知県民は親切で、

緑が豊かで街並みが美しい場所とのこと。 

その言葉を生きがいに、今の自分が一番

若いと、頼もしくお話してくれました。 

須崎市社会福祉協議会の宮本さん（左）たちと   両手に花を添えて、照れくさそうです 

 

さわやかな素敵な笑顔をいただきました 
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           はちきん賞   

スーパーシニア部門 松井 淑（まつい よし）さん（91歳） 

             高知武術太極拳協会（高知市） 

 

 

 

           キラリ賞   

地域貢献部門 前田 桂子（けいこ）さん（80歳） 

稲生西立石長齢会（南国市）  

 

76歳から太極拳を始め、これまで

15年以上練習に励む松井さん。 

91歳というご年齢ながら、太極拳

に対する想いは強く、仲間からもた

いへん尊敬されています。 

松井さんは、「先生が丁寧に指導し

てくれるし、練習で皆と会えるのが

何より楽しみ。」と、チャーミングな

笑顔でお話してくれました。 

（中央に座っているのが松井さん） 

 南国市の稲生地区にある公民館で、週 2 回体操や

レクリエーションに取り組む稲生西立石長齢会。 

 地区住民約 40名から構成される老人クラブで、前

田さんは代表者として運営のお世話人をつとめてい

ます。 

 なんと、高知大学に在籍する現役の研究者であり、

「北海道開拓に貢献された高知県人」の書籍を出され

ているスマートなスーパーシニアです。 

 また、地区の由緒正しい石碑の清掃活動等にも地区

住民、行政とともに尽力しており、地域にとってかけ

がえのない人物です。 

講師の岡田さん（松井さんの肩に手を置いている方）と教室の仲間の皆さんとニッコリ 

南国市社会福祉協議会の久保さんとニッコリ 
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           キラリ賞   

地域貢献部門 筒井 賀恒（よしつね）さん（88歳） 

          石原老人クラブ（土佐町） 

 
 

 

           キラリ賞   

地域貢献部門 田村 裕子（ゆうこ）さん（75歳） 

          佐川読みっこ応援団（佐川町） 

 

 

 

 筒井さん（中央男性）は、土佐町

社会福祉協議会と協力し、地域の見

守り活動に 26 年間尽力されてい

ます。 

 配食ボランティアを通し、独居高

齢者からの笑顔、ありがとうの一言

が何よりの励みと、元気いっぱいお

話してくれました。 

 

 保育士を定年まで続けられ、その後町立

図書館の館長をつとめられた田村さん。 

 保育現場での経験をもとに、こどもたち

や地域の声に耳を傾け、愛される図書館を

目指し、運営発起人として現在も様々な活

動に尽力されています。 

 中でも、小学校を訪問しての絵本の読み

聞かせに力を入れており、幸せな時間を過

ごしてほしいと、絵本選びから語り方まで

妥協しません。 

 読み聞かせの時間は、魔法にかかったよ

うに楽しいと好評で、「魔法のおばちゃん」

と親しまれています。 

この日は地域のお祭りで住職さん（左）と  筒井さん背広姿が決まっています 

地域の方に愛される優しい笑顔です 
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           キラリ賞   

スーパーシニア部門 坂本 純一さん（75歳） 

             大道芸研究会・日本お笑い学会（四万十市） 

 

 

 

 

 

           キラリ賞   

スーパーシニア部門 池 晴子（はるこ）さん（81歳） 

             八田（はた）長寿会（いの町） 

 

 

 

 芸名「間 六口（はざま むくち）」で、

バナナのたたき売り等、計約 10種類の技

芸をもとに、笑いを届ける坂本さん。 

 活動を始めたきっかけは、40代半ばの

頃同級生を亡くされ、またご自身も体調を

崩され、退職後のセカンドライフは、【一

度しかない人生、人に喜んでほしい。】と

いう想いからでした。 

 県庁雑技団にも所属し、技芸に磨きをか

け、60歳の退職と同時に本格活動を開始

し、これまで全国 1,665ヶ所にて披露し

てきました。 

 活舌が悪くなるまで笑いを届けると、強

い意気込みを話してくれました。 

 

八田コミュニティセンターで、月 1 回絵

手紙教室を実施する八田長寿会。 

池さんは講師をつとめ、この日は 11 月

のカレンダーと絵葉書を作りました。 

季節のお花やさつまいもを題材に、どれ

も想いのこもった力作ばかりで、一人ひと

りが称賛し合う素敵な活動です。 

また、地域にある八田郵便局では、毎年皆

さんの作品がたくさん展示され、この展示

会を楽しみに地域の方たちが郵便局に来て

くれると、郵便局長も笑顔で答えてくれま

した。 

まさに高知の寅さん  雰囲気が様になっています 

郵便局長とパシャリ  壁には皆さんの力作がたくさん 



7 

 

           キラリ賞   

スーパーシニア部門 竹内 正昭（まさあき）さん（95歳） 

             あったかふれあいセンターにしきの広場（黒潮町） 

 

 

 

           奨励賞   

地域貢献部門 片田（かたた）ひろ美さん（71歳） 

          子育てサロン・あさひグループ（高知市） 

 

 

 

入野地区で奥さまの五十美（いそみ）

さん（90歳）と仲良く暮らす正昭さん。 

正昭さんは、80 歳から始めた野菜作

りに毎日夢中であり、季節特有の野菜や

果物計10種類をお一人で育てられてい

ます。 

そして五十美さんは、お花を育てるの

が大好きで、色とりどりのお花でおもて

なししてくれています。 

 上本宮町山手公民館（上本宮町 114）を拠

点に、活動される片田さんと女性シニアたち。 

 片田さんたちは、毎月第 1 金曜に子育てサ

ロン「ママキッズ」を運営しています。 

 赤ちゃんや、お母さんの憩いの場所になって

ほしいと、片田さんが発起人となり 5 年前か

ら始めた活動で、お母さんたちからも「子ども

を可愛がってもらえるのはもちろん、育児の悩

み事も聞いてもらえるから本当に助かる。」と、

嬉しそうにお話してくれました。 

（中央に座っているのが片田さん） 

五十美さんと長年、寄り添い支え合ってきた様子のわかる素敵な一枚 

サロンの様子 まさに癒しの空間です 
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           奨励賞   

地域貢献部門 北澤 勉（きたざわ つとむ）さん（84歳） 

          右山（うやま）北区安全安心委員会（四万十市） 

 

  
 

 

 

           奨励賞   

地域貢献部門 大石 泰弘（やすひろ）さん（83歳） 

          高角梯成（たかつのていせい）クラブ（本山町） 

 

 

 

 北澤さんは、四万十市社会福祉協

議会と協力し、地域の見守り活動に

10年間尽力されています。 

 独居高齢者世帯を中心に訪問さ

れており、北澤さんの訪問を心待ち

にされている方がおいでるそうで、

そのことが何よりの喜びと、笑顔で

お話してくれました。 

 

 

 大石さんは、老人クラブの会長を

10 年間つとめており、現在は来年か

ら若手会員が多く入ってくるため、そ

の後継者育成に尽力されています。 

 また、会員や地域の方たちと協力

し、毎年花壇整備にも励んでいます。 

四万十市社会福祉協議会の皆さんと  皆さん素敵な笑顔です 

奥さまとの仲睦まじい様子がわかる素敵な一枚です 
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           奨励賞   

地域貢献部門 萩野 正二（はぎの まさつぐ）さん（73歳） 

          大野見地域ふくし活動推進委員会（中土佐町） 

 
 

 

           奨励賞   

地域貢献部門 長山 喜代志（きよし）さん（88歳） 

          延寿会（えんじゅかい）（津野町） 

 

 

 

 大野見（おおのみ）地区にて地域福祉活

動推進委員として、地区のお世話人さん

として活躍する萩野さん。 

 地元の銘水「久万秋（くまあき）の湧水」

を絶やさないよう、20年近くその手入れ

を欠かしていません。 

 湧水は、地元はもちろん、県外のファン

の方も多く、あったかふれあいセンター 

で振る舞われるコーヒーには欠かせない

と利用者からも好評を得ています。 

 

 天狗高原へと続く郷（ごう）地区。 

 地域の良き相談者として頼りにされているのが

長山さんご夫妻です。毎週月曜にあったかふれあい

センターで実施される体操に欠かさず参加されて

おり、仲良く健康づくりに励まれています。 

 また、喜代志さんは、地域のために天狗高原に続

く道なり200mに芝桜を15年前に一人で植樹し、

観光名所にまで発展させた貢献人です。4月 10日

の見頃にそなえ、現在も毎年、地域の方たちと協力

し、その活動に励んでいます。 

 

長年守ってきた源泉前で素敵な笑顔をいただきました 

仲の良さが伝わる素敵な笑顔をいただきました 
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           奨励賞   

地域貢献部門 山中 照亜（てるつぐ）さん（79歳） 

          梼原町老人クラブ連合会（梼原町） 

 

  

 

 

           奨励賞   

スーパーシニア部門 村田 美智子さん（95歳） 

手工芸・折り紙を楽しむ会（高知市）

 
 

 老人クラブの会長をつとめ、老人クラ

ブの活性化、会員の健康づくり、世代間

交流を目的に 2 年前よりボッチャの普

及活動を始めた山中さん。 

 なんと、全国的に有名な「龍馬脱藩マ

ラソン」の発起人です。 

 ボッチャを通しての現在の活動は、町

内にとどまらず、津野町、中土佐町、黒

潮町等、他の地域にも波及し、県内で盛

り上がりを見せています。 

 

 介護老人保健施設あいおいで、月 2 回行われている

折り紙教室。近所にお住いの仲良し女性 6 名で活動さ

れており、最高齢の村田さんは現役バリバリです。 

 手に持っているのは、人気の鬼滅の刃のキャラクタ

ーをイメージして作ったお守りや本のしおり。 

 これからも脳トレも兼ねて無理なく頑張ると、意気

込みを聞かしてくれました。 

梼原町社会福祉協議会の皆さんと  山中さん（右の男性）少し気恥ずかしそうです 

ご自身の力作をもってニッコリ 
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           奨励賞   

スーパーシニア部門 片岡 光（あきら）さん（74歳） 

             高知チャレンジドクラブ（高知市） 

  

 

 

 

 

           奨励賞   

スーパーシニア部門 岡田 道代（みちよ）さん（72歳） 

          唄と踊りの夢一座（高知市） 

 

 片岡さんは、教職の定年後、

60歳から生きがい・健康づくり

のため、バドミントンサークル

に入会されました。 

 こちらのサークルは、年齢・障

害の有無問わず、活動をとおし、

皆さん互いに親睦を深め、技術

を磨かれています。 

 片岡さんご自身も重度の障害

を持った男性とともに、互いに

支え合って活動してきたと、感

慨深くお話してくれました。 

 現在もサークル代表者とし

て、参加者の指導等に尽力して

います。 

 

 高齢者施設や病院を訪問し、高齢者の

方々に唄や踊りを披露する夢一座。 

 座長の岡田さんをはじめ発足された団体

で、活動は 24年目を迎えます。 

 公演数は年間の多い時で 70 件を超え、

北は大川村、西は中土佐町までと県域に渡

り、また県外公演まで行い、これまでの公演

数はなんと 937件。 

 コロナ対策もバッチリのうえ、1,000回

記念を目標に奮闘します。 

 

活動拠点の障害者スポーツセンターの職員と 

素敵な笑顔をいただきました 

夢一座の仲間との一枚  左が岡田さんで、お二人とも美しい立ち姿を披露してくれました 
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           奨励賞   

スーパーシニア部門 永野 美音（みね）さん（96歳） 

           日高村あったかふれあいセンターふれあいサロン（日高村） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サロン利用者から手編み座布団の

作り方を教わって以来、20 年以上

創作活動に励む永野さん。 

 これまでの作品数は 100 枚を超

え、さらにボランティアで作品を、

日高村社会福祉協議会やサロン利用

者にプレゼントされてきました。 

 1 つの座布団を作るのに、8 玉も

の毛糸を使っており、配色を考えな

がら手を使うことが脳トレになる

と、元気いっぱいお話してくれまし

た。 

 
たくさんの作品とチャーミングな笑顔をいただきました 


