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シニアの同好サークルと企業との「新しい関係」 

－草の根活動の支援がビジネスチャンスを生む時代－ 
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要 旨  
 

1. 近年、シニアの同好サークルが増えている。これらの動きを見ると、企業以外が運営するシ

ニアの同好サークルが、今後ますます増加するものと予想される。 
2. シニアの同好サークルは、特定のテーマに対する知的好奇心を求心力とした集まりである。

つまり、あるテーマに対して知識・スキルを向上したい、またはそのテーマを探求する未知

の仲間に出会いたい、という気持ちが参加の動機となっている。 
3. しかし、同好サークルは非営利の任意団体やＮＰＯ（特定非営利活動法人）である場合が多

く、活動のための財政基盤が弱い、外部へのＰＲが弱いなどリソース不足の課題がある。 
4. したがって、このような課題を持つ同好サークルを積極的に支援することで、企業は同好サ

ークルと何らかの形で活動を連携できるものと考えられる。 
5. その具体的な方策として(1)サークル活動が可能となる「場所」の提供、(2)サークル活動に役

に立つ「情報」の提供、(3)サークル活動に役に立つ「道具」の提供、(4)サークル参加者が求

める「交流機会」の提供、(5)サークル参加者が求める「商品開発機会」の提供、(6)サークル

参加者が求める「情報発信機会」の提供、が考えられる。 
6. しかし、これらを実行する際、単に企業が「六つの方策」に従って同好サークルに何かを提

供すれば、それで連携がうまくいくというわけでは決してない。その最大の理由として同好

サークルは企業との連携に対して心理的抵抗が根強いことが挙げられる。 
7. 従って、シニアの同好サークルと企業とがうまく連携するには、まず、企業が金銭以外の何

らかのメリットを提供する形で積極的にサークル活動を応援することが重要である。そうす

ることによって、サークル活動の本来の目的である「参加することの楽しさ・喜び」が参加

者において高まる。企業は、この「楽しさ・喜び」を求心力としてうまく活用することで最

終的に企業のメリットに結びつけるというモデルを考えるべきである。 
8. このモデルは、草の根の非営利サークルと営利企業とが「ゆるやかなアライアンス」を結ぶ

ということであり、単なる従来の慈善事業とは異なる「新たな関係」づくりといえる。 
 

目 次  
 

1. シニアの同好サークルが増えている 
2. シニアの同好サークルに対する企業のアプローチの現状 
3. どうすればシニアの同好サークルと企業とが連携できるのか？ 
4. シニアの同好サークルと企業との円滑な連携には「何が」重要か？ 

Copyright(C) 2002 SophiaBank, Limited. All rights reserved. 



 
Smart Senior Business Review            02.1.16 

１． シニアの同好サークルが増えている 
 
(1) 企業以外が運営するシニアの同好サークルが

増えている 
近年、シニアの同好サークルが増えている。 
例えば、パソコン教室を開き、シニアどうしの

交流の機会を促進する「川崎シニアネット」は、

情報処理会社を退職した個人の呼びかけで 1999
年に発足した。また、2000 年秋に発足した「い

わてシニアネット」では、発足時で既に 250 人

もの会員が集まったという。 
このシニアネットの動きは、宮城県仙台市や福

岡県久留米市で先発的な動きがあり、この動きが

メディアや口コミ、インターネットで日本各地に

広がり、現在では全国に40以上ものシニアネッ

トが誕生している。 
また、テーマを明確に示した草の根同好サーク

ルの動きも活発である。「シニアダイバーズ・ク

ラブ」は、その名のとおりダイビングの同好サー

クルだが、全国から希望者を募りツアーを実施し

ており、2000 年時点で 365 人の会員を有する。

また、「男子厨房に入ろう会」は 1977 年に新聞

社の社員らが立ち上げた料理の同好サークルで、

定期的に料理講習会や研究会を開催するほか、会

員自らが編集する食の情報誌を発行している。 
企業以外が運営する同好サークルでは、仲間ど

うしが実際に顔を会わせることができる地域性

と特定のテーマ性が重要である。シニアネット仙

台は、仙台近郊という限られた地域で、コンピュ

ータという特定のテーマから活動が始まったが、

今や食事宅配サービスや合唱団、ボランティアな

ど 20 以上の活動グループを抱えており、2000
年にはＮＰＯ（特定非営利活動法人）として認可

されるまでに成長した。 
これらの動きを見ると、企業以外が運営するシ

ニアの同好サークルが、今後ますます増加するも

のと予想される。 
 

(2) 同好サークルにシニアが集まる理由は何か？ 
シニアの同好サークルは、特定のテーマに対す

る知的好奇心を求心力とした集まりである。つま

り、あるテーマに対して知識・スキルを向上した

い、またはそのテーマを探求する未知の仲間に出

会いたい、という気持ちが参加の動機となってい

る。 
しかし、同好サークルは非営利の任意団体やＮ

ＰＯである場合が多く、活動のための財政基盤が

弱い、外部へのＰＲが弱いなどリソース不足の課

題がある。したがって、このような課題を持つ同

好サークルを積極的に支援することで、企業は同

好サークルと何らかの形で活動を連携できるも

のと考えられる。 
 

２． シニアの同好サークルに対する企業の

アプローチの現状 
 
シニアの同好サークルに対する企業のアプロ

ーチの現状を整理すると、(1)企業が主体的にシ

ニアの同好サークルを組織化する、(2)企業が運

営するシニアの同好サークルと別の企業とが連

携する、(3)企業以外が運営するシニアの同好サ

ークルと企業とが連携するという三つに分類さ

れる（図表１）。 
 

(1) 企業が主体的にシニアの同好サークルを組織

化する 
  
① 会員制サービスを提供する 
イオングループが 1996 年に開始した「イオン

図表1. シニアの同好サークルに対する企業のアプローチの例 

事例

(1)企業が主体的にシニアの同好サークルを組織化する

①会員制サービスを提供する
○イオンシニアクラブ
○シニア・シネマイレージ
○AARP

②会員制サービスの一環として
   同好サークルを組織化する

○クラブツーリズム
○ジパング倶楽部

③当初から同好サークル型の
   会員制サービスを提供する

○ホームコンじゅく

(2)企業が運営するシニアの同好サークルと別の企業とが連携する

①商品･サービスを提供する
○クラブツーリズムに対する
   通販業者

②コンテンツ提供により新たな
   顧客を開拓する

○ホームコンじゅくに対する
   オリックス証券

(3)企業以外が運営するシニアの同好サークルと企業とが連携する

①商品･サービスを提供する ○AARPに対するメトライフ

②同好サークル活動を支援する
   形で商品開発を行う

○シニアネットに対するIBM、アドビ
○日本ウオーキング協会に対する
　 月星化成、ミズノ

分類

（

 1
出所）各種資料をもとにソフィアバンク作成 
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シニアクラブ」は、65 歳以上の顧客に対して、

お客様感謝デーでの商品の 5％割引き、カウンセ

リング化粧品の 10％割引きのほか、会員を限定

した特別販売の機会も設けている。 
また、ヴァージンシネマズが 2000 年に開始し

た「シニア・シネマイレージ」では、60 歳以上

の会員に対して、映画の鑑賞履歴を記録する「シ

ネマイレージ・レポート」の提供、６本鑑賞毎に

「シネマイレージ・スタンプラリー」無料鑑賞券

の発行、「シネマイレージ・ポイント」と呼ばれ

るマイレージポイントの付与、月刊の会報誌の送

付などを行っており、現在８千人の会員を有して

いる。 
一方、米国には会員数３千４百万人と全米の50

歳以上の半数近くが加入している巨大ＮＰＯ「Ａ

ＡＲＰ（旧名称：全米退職者協会）」が存在する。

ＡＡＲＰの主な活動は、会員向け支援プログラム

の提供とロビー活動である。これとは別に営利企

業であるＡＡＲＰファイナンシャルサービスと

ＡＡＲＰサービスが、ＡＡＲＰの会員向けに一般

市場価格よりも安価な価格で商品・サービスを提

供している。これらのサービス利用者数は、例え

ば健康保険では580万人、クレジットカードでは

250 万人、旅行割引では１千万人に上るという。 
企業が主導する会員制サービスでは、いずれも

割引やマイレージの付与、会員誌の発行など直接

目に見える形でのメリットが企業から会員に対

して一方的に提供されるが、会員どうしの交流機

会は特に設けられていない場合が多い。 
 

② 会員制サービスの一環として同好サークル

を組織化する 
一方、サービス開始当初は会員制サービスを提

供していたが、会員制サービスの一環として会員

どうしの交流機会を提供する同好サークルの例

もある。 
近畿日本ツーリストが展開するクラブツーリ

ズムでは、もともと『旅の友』という会員誌を発

行する会員制サービスを展開していた。この会員

の50歳以上が64％に上り、仲間と旅行を楽しみ

たいというシニアの要望を受け、『旅の友』の会

員に呼びかけ、同じ趣味の仲間が参加するクラブ

を多数組織化するに至った。この組織化の結果、

次の三つの成果が得られている。 
第一に、クラブの活動内容に応じて「撮影ツア

ー」「フラダンス体験ツアー」などの顧客ニーズ

に即した付加価値商品を商品化し、旅行業の収益

が伸びたこと。また、顧客がクラブ活動に参加す

ることで、顧客の旅行リピート率が上がった。 
第二に、旅行業にとどまらず、地方物産や保険

商品などの通信販売、教室運営など、新たな収益

機会を獲得したこと。その結果、クラブツーリズ

ム事業の売上高は近畿日本ツーリスト全体の約

15％を占めるまでに成長した。 
第三に、顧客の組織化に成功した先進事例とし

て、数多くのメディアに掲載されたこと。その結

果、知名度が向上した。 
一方、これ以外にも会員制サービスから同好サ

ークルの組織化を目指す企業も出てきた。ＪＲ各

社が展開する「ジパング倶楽部」は、男性65歳、

女性 60 歳以上に対して、鉄道料金の割引をする

のが会員制サービスの核であるが、最近は月刊誌

『大人の休日』の発行や会員限定旅行の提供によ

り、会員制サービスから同好サークルの組織化に

取り組んでいる。 
このような会員制サービスから同好サークル

組織化の動きは、マーケティング会社オーディー

エスらが主導する「サードエイジスタイル」、ベ

ネッセコーポレーションが 50 代の女性向けに展

開する「あなたにエール」でも見られるが、まだ

発展途上の段階である。 
 

③ 当初から同好サークル型の会員制サービス

を提供する 
一方、当初から同好サークル型の会員制サービ

スを提供する例もある。全国450ヶ所でパソコン

教室をフランチャイズ運営するホーム・コンピュ

ーティング・ネットワークである。このパソコン

教室の生徒は、50 歳以上が 52％とシニア世代が

多い。 
ホーム・コンピューティング・ネットワークの

特長は、以下の三点に集約される。第一に、パソ

コンの使い方を覚えたいシニア世代が多く、テー

マが魅力的だったこと。第二に、一クラスの生徒
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数を最大 10 人以下にして、講師や生徒が互いの

顔を覚え、コミュニケーションが生まれやすくな

るようにしたこと。第三に、単にパソコンの使い

方を教えるだけではなく、忘年会などのイベント

を積極的に開催して、生徒どうしの交流が深まる

きっかけを提供したことである。 
その結果、ホーム・コンピューティング・ネッ

トワークは、単にパソコンの使い方を学べる教室

としてではなく、「仲間と楽しめる場」として生

徒に評価され、常時受講中の生徒数は毎月３万人、

卒業生 13 万人以上という日本最大規模のパソコ

ン教室に成長した。 
シニア層を対象に会員制サービスを提供する

例は数多い。しかし、クラブツーリズムやホーム･

コンピューティング・ネットワークのように、サ

ークル活動の「場所」を提供したり、サークル活

動に役に立つ「情報」を提供することで、会員ど

うしの交流を支援する企業の例は、まだそれほど

多くない。 
 

(2) 企業が運営するシニアの同好サークルと別の

企業とが連携する 
 
① 商品・サービスを提供する 
前述のクラブツーリズムでは通販業者と提携

し、会員向けに生活用品の通信販売を行っている。

企業が運営するサークルの場合、商品・サービス

の提供者としての連携は比較的やりやすい。しか

しながら、サークル活動のテーマと違和感のある

商品・サービスの場合は連携しにくいのが現状で

ある。例えば、旅行のサークルに参加したのに、

金融機関から投資信託の購入案内が来れば誰で

も違和感をもつであろう。ある雑誌購読者の送付

先リストを使い、別の企業がダイレクトメールを

送りつけてくる例は頻繁に見られるが、ほとんど

の場合、そのようなメールは開封されることなく、

ゴミ箱行きとなっている場合が多い。 
 
② コンテンツ提供により新たな顧客を開拓す

る 
前述のホーム・コンピューティング・ネットワ

ークは、99 年９月より、オリックス証券と提携

し、オンライントレードのセミナーをのべ300回

以上実施している。証券会社が相次いでオンライ

ントレードを手がけ始めた 1999 年当時、中高年

層を中心とした個人投資家の中にはパソコンに

不慣れな人が多かった。そこで、実際にオンライ

ントレードのソフトをインストールしたパソコ

ンを使い、オンライントレードの使い方教室を開

催した。その結果、ホーム・コンピューティング・

ネットワークの生徒、オリックス証券のオンライ

ントレード利用者の双方が増加し、互いの顧客開

拓につながった。 
しかし、この例のように「シニアの同好サーク

ル」が「営利企業の顧客開拓」に結びついた例は

まだ非常に少ない。 
 
(3) 企業以外が運営するシニアの同好サークルと

企業とが連携する 
 
① 商品・サービスを提供する 
前述のＡＡＲＰは、実はひとつの商品・サービ

ス分野につき商品提供企業を一社に絞った上で、

提携企業にＡＡＲＰ会員への独占販売権を提供

している。例えば、長期ケア保険に関しては生命

保険会社メトライフが独占的に提供している。こ

の場合の連携メリットは次の三点に集約される。 
第一に、メトライフはＡＡＲＰ会員から自社の

新規顧客を開拓できたこと。実際に、ＡＡＲＰの

会員７万２千人から長期ケア保険の利用者を確

保した。 
第二に、ＡＡＲＰとメトライフ共同による長期

ケア保険商品を開発できたこと。会員への入念な

インタビュー調査を通じた結果、民間のケア・サ

ポート・サービス事業者によるサービス以外に、

在宅で親戚や知人がケアを行う「インフォーマル

ケア」に対しても一定額の保険金を支払う長期ケ

ア保険商品を開発した。 
第三に、ＡＡＲＰ会員に対するメトライフの知

名度が向上したこと。中立的組織と見られている

ＡＡＲＰを窓口にすることで、50 歳以上の人達

に対する認知度を上げた。 
 
② 同好サークル活動を支援する形で商品開発

を行う 
自ら会員制サービスや同好サークルを運営す
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るのではなく、企業以外が運営する同好サークル

の活動と連携するケースもある。 
米国のシニアネットは日本のシニアネットの

モデルとなっているところだが、全米220ヶ所で

シニア向けパソコンラーニングセンターとシニ

ア向けポータルサイトを運営しており、在籍生徒

数は３万９千人、卒業生は12万人以上に上る。 
シニアネットはＮＰＯでありながら、多数の民

間企業が協賛企業として名を連ねている。しかし、

企業の役割は単なるスポンサーすなわち協賛金

の提供にとどまらない。例えば、ＩＢＭはラーニ

ングセンターで使用するハードウェアを提供し

たり、ラーニングセンターの講師人材を紹介して

いる。さらに、シニアネット会員９千人へのアン

ケートをもとに、シニア向けにカスタマイズされ

たパソコンを開発し、シニアネット会員に販売し

た実績もある。ちなみに、このパソコンは発売二

週間で完売したという。 
また、画像加工ソフトで知られるアドビは、

「孫の日」に関連して、シニアネット会員に自社

の画像加工ソフトを活用したプレゼントのアイ

ディアを募集するキャンペーンを実施。キャンペ

ーンで入手した会員の生の声を、ソフトウェアの

新バージョン開発に活用した。 
一方、日本でも同様の動きがわずかに見られる。

全国 250 の団体が加盟し、年間 100 万人が参加

するウォーキングイベントやウォーキング教室

などを実施する日本最大のウォーキング団体「日

本ウォーキング協会」である。実は、現在日本に

は３千３百万人のウォーキング愛好者がいると

言われ、とりわけシニアに人気を博している。こ

のようにウォーキング愛好者が増加した理由の

ひとつが、日本ウォーキング協会と月星化成との

連携にあった。 
月星化成と日本ウォーキング協会とは、1987

年に共同でウォーキングシューズを開発した。そ

の試作品をウォーキング協会の会員が３年間、延

べ５万キロにわたるテスト歩行し、改良が重ねら

れた。その後、日本ウォーキング協会の唯一の公

認シューズと認定し、「ワールドマーチ」という

商品名で日本ウォーキング協会が主催する大規

模イベントにおいて販売したところ、人気商品と

なった。その結果、現在は５代目が発売される定

番ブランドに成長し、2000年実績で35万足を販

売し、売上は19億円に上るようになった。 
こうした連携成果を経て、現在は異業種６社

（月星化成、東レ、エース、山佐時計計器、トモ

クニ、山豊と日本ウォーキング協会）による「ワ

ールドマーチ会」が結成され、ウェアや万歩計な

どウォーキング関連商品をトータルに販売して

いる。 
同様に、ウォーキングシューズ市場では三番手

と出遅れていたミズノも、日本ウォーキングシュ

ーズ協会との連携により、協会推奨商品「フリー

ウォーク」を商品化し、新たな顧客を開拓した。 
しかしながら、このような成果が上がっている

例はまだ非常に少ないのが現状である。 
企業による同好サークルへのアプローチは、こ

れまで述べたいくつかの先進事例が見られるも

のの、全体としては次の課題がある。 
 

(1) 会員制サービスから同好サークルの組織化

に成功した事例が少ない 
(2) 同好サークルを有する企業との連携は内

容・実績共に少ない 
(3) 「企業以外が主体の同好サークル」との連携

で成果が上がっている例は非常に少ない 
 
冒頭に述べたように、これからは「企業以外が

主体の同好サークル」が増えると予想されるため、

今後は(3)が重要になる。 
 
３． どうすればシニアの同好サークルと企

業とが連携できるのか？ 
 
シニアの同好サークルと企業との連携がうま

くいっている例を見ると、「金銭以外」の何らか

のメリットを同好サークルに提供している場合

が多いことに気がつく。これは同好サークルが特

定の企業から金銭的な支援を受けると、サークル

活動の内容が企業の意向を受けやすくなり、サー

クル活動そのものの存在意義が薄れてしまうた

めと考えられる。したがって、これを踏まえると、

今後企業が主体的に同好サークルと連携しよう
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とする場合、次の「六つの方策」が考えられる。 
 

(1) サークル活動が可能となる「場所」の提供 
(2) サークル活動に役に立つ「情報」の提供 
(3) サークル活動に役に立つ「道具」の提供 
(4) サークル参加者が求める「交流機会」の提供 
(5) サークル参加者が求める「商品開発機会」の

提供 
(6) サークル参加者が求める「情報発信機会」の

提供 
 
企業にとって重要なのは、このような「金銭以

外の支援」による連携でもビジネスチャンスとな

りうることである。同好サークル活動は、参加者

であるシニアの潜在ニーズが発生する上流地点

であり、連携することでそのようなニーズの把握

が容易となるからである。 
 

(1) サークル活動が可能となる「場所」の提供 
例えば、最近団塊の世代を中心に、かつてグル

ープサウンズ・ブームを巻き起こしたベンチャー

ズのコピーバンドが増えている。これらの音楽同

好サークルに練習場や発表の場を提供すること

が考えられる。 
定年退職後のシニアの悩みの一つは自分の居

場所が少ないことである。物理的な場所の提供は、

活動場所の確保に苦労する同好サークルにとっ

て極めて有用となる。一方、企業にとっても空き

店舗や稼働率の低い保養所などをこのようなサ

ークルの活動場所として提供することは収支の

改善につながるばかりか、企業のイメージアップ

や新たな顧客開拓につながる可能性がある。 
 
(2) サークル活動に役に立つ「情報」の提供 
例えば、近年健康ブームも相俟って草の根のウ

ォーキング教室が増えている。これらのウォーキ

ング教室に専門知識やスキルの高い指導員を派

遣することが考えられる。実は前述の日本ウォー

キング協会で既に多数実施し、大きな成果を上げ

ている。 
このようなサークルには自分のスキルを向上

したいと思っているシニアが多い。これらの人達

は、ウォーキングに関する理論やより楽しむため

の専門知識の提供を歓迎する。一方、企業は専門

性の高いシニア従業員の能力を有効に活用でき

る。そのうえ、シニア従業員のやる気も高まる。 
 
(3) サークル活動に役に立つ「道具」の提供 
昔のように「男子厨房に入るべからず」と考え

る人は減り、最近はシニア男性の料理サークルな

ども増えている。このような同好サークルに料理

道具や料理の素材などを提供することが考えら

れる。 
なぜなら、このようなサークルへの参加者は、

嗜好性が強く、自分の道具や素材に強いこだわり

を求める傾向があるためである。一方、企業は自

慢の新商品について一般に販促品や試供品とい

う形でそれなりのストックを持つことが多いの

で、それらを活用することで自社商品の効果的な

ＰＲにつながる。 
 

(4) サークル参加者が求める「交流機会」の提供 
写真の同好サークルは、シニア世代が最も親し

みやすい集まりである。草の根の写真サークルに

対しては、参加者向けに複数のサークルが参加で

きるコンテストや相互発表会を開催することが

考えられる。 
写真のような一種の作品づくりが活動の中心

となる場合、サークル参加者は自分と似たような

テーマや素材を求める他の人との新たな出会い

を求める傾向がある。また、他の人が撮影した質

の高い作品を見て、どのようにすればそのような

写真を撮影できるのかの秘訣を知りたいと思う

人も多い。 
一方、企業は自社の商品・サービスと親和性の

高いサークルと連携することで、新たな形でのＰ

Ｒが可能となる。例えば、ソニーのアイボは全国

の愛好者が地域毎にそれぞれ草の根のサークル

を立ち上げていた。この動きを受けたソニーは各

地域の愛好者が一同に参加できるアイボコンテ

ストなどのイベントを開催した。このイベントの

おかげで各地域の愛好者どうしが新たに知り合

いになることができ、ソニーに対するブランドイ

メージが一段と高まったのである。 
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(5) サークル参加者が求める「商品開発機会」の

提供 
前述のとおり、靴メーカーの月星化成は、開発

中のウォーキングシューズのプロトタイプを日

本ウォーキング協会経由でウォーキング教室に

提供し、のべ５万キロ使ってもらい、使い心地な

どのデータを入手することで商品開発に役立て

ている。 
ウォーキングなどのサークルには道具にこだ

わりを求めるシニアが多く参加しており、より使

い勝手のよい道具を求める傾向が強い。一方、企

業は自社商品に親和性の高いサークルにテスト

マーケティングが可能な商品のプロトタイプを

提供することで、利用者参加型、いわゆる「プロ

シューマ型」の商品開発が可能となる。 
 

(6) サークル参加者が求める「情報発信機会」の

提供 
既にスマートシニア・ビジネスレビューVol.6

で紹介したとおり、海外ロングステイを希望する

シニア世代が増えており、とりわけ企業主導のサ

ークルではなく、企画・運営を自分達の手で行う

草の根ロングステイ・クラブが全国各地に広がっ

ている。 
ロングステイ体験者は自分の体験を写真や体

験談の形で他人に伝えたい気持ちが強い。草の根

ロングステイ・クラブの一つ、ワールドステイク

ラブでは会員向けの会誌を発行しているが、ロン

グステイを体験すると、思い出話を「しゃべりた

い」「書きたい」という希望が多く、嬉しい悲鳴

を上げているという。 
また、インターネットに公開されたシニアの個

人ホームページを見ると、自分の旅行体験を写真

とエッセイで表現している例が多いことに気が

つく。このことからも自らの体験の表現機会を求

めているシニアが多いことがわかる。 
例えば、百貨店はよく最上階で美術展を開催し、

客寄せの目玉に活用する。これにならい、美術展

の代わりにロングステイ体験者の草の根写真展

を開催することが考えられる。会場では写真展に

あわせて体験者の講演や来場者との意見交換会

を開催するのも効果的である。そして、最上階の

下の階では、ロングステイ先の生活関連用品を販

売したり、ガイドブックなどの書籍を販売する。

当然、ロングステイや海外旅行申込のカウンター

も設置しておく。 
このようにすることで、場所を提供した百貨店

はシニアの集客や関連商品販売にプラスになる

一方、ロングステイ体験者は自分の体験を情報発

信する機会を得ることができ、双方にメリットが

生まれるであろう。 
 
４． シニアの同好サークルと企業との円滑

な連携には「何が」重要か？ 
 

(1) なぜ、これまで同好サークルと企業とがうま

く連携できなかったのか？ 
これまでシニアの同好サークルと企業とが連

携するための「六つの方策」について述べてきた。

しかし、これらを実行する際、単に企業が「六つ

の方策」に従って同好サークルに何かを提供すれ

ば、それで連携がうまくいくというわけでは決し

てない。その最大の理由として同好サークルは企

業との連携に対して心理的抵抗が根強いことが

挙げられる。 
従来、草の根の非営利のサークル活動と企業の

営利活動とは相容れない「対立」するものであっ

た。特にシニアのサークルに参加している人達の

大部分、特に男性は、退職を機会に長年の「企業

の論理」による営利活動から解放され、「自分の

論理」によって自分の好きなことに没頭できるこ

とを喜びとしている。同好サークルと企業との連

携は、せっかく解放された企業の論理に再び近づ

く恐れがあり、一体何のために同好サークルに参

加しているのかわからなくなってしまうという

懸念が大きいのである。 
一方、現実に同好サークルなどを運営する立場

になると、真っ先に直面する問題は財政面を含め

た活動リソース不足であるのも事実である。もち

ろん、このような問題がなく、限られたリソース

の範囲で健全に運営されている同好サークルも

多いのであるが、活動内容の充実を図るためには、

それなりのリソースが必要となる。だからといっ

て、安易に企業からの財政支援などを受けると同
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好サークルそのものの存在意義が無くなってし

まう恐れがある。このような恐れが同好サークル

側に少なからずあることが、これまで同好サーク

ルと企業との連携があまり進まなかった背景で

ある。 
 

(2) シニアの同好サークルと企業との連携に求

められる条件とは何か？ 
シニアの同好サークルと企業との連携に求め

られる条件とは何であろうか。特に注意すべき点

は次の四つに整理される。 
 
① 「サークルの活動」と「企業との連携活動」

とに違和感がないこと 
② シニアの求める「専門性・信頼・尊敬」を

提供できること 
③ テーマの「公益性」が高いこと 
④ 連携する企業が「中立的」に見えること（＝

複数企業の参加、行政の参加） 
 
これらは、これまで述べたものを含めた成功事

例から得られたものである。③および④は、ＮＰ

Ｏと企業とが連携する場合に特に重要と思われ

る。世の中で組織に公益性が求められる場合でも、

完全な「中立組織」というのは実は存在しない。

むしろ「中立的」に見えるということが重要なの

である。この点については、筆者らが過去十年間、

七百以上の企業、官庁・自治体と共に取り組んで

きた「異業種コンソーシアム」の運営手法がかな

り適用できるものと思われる。この異業種コンソ

ーシアムの運営手法については別の機会に詳細

を報告することにしたい。 
 
(3) 求められるシニアの同好サークルと企業と

の「新しい関係」 
しかし、冒頭に述べたように、今後アクティブ

なシニアが増えていくに従い、シニアの同好サー

クルがますます増えていくのは確実である。これ

は、前述の問題に直面する同好サークルの数も増

えていくということを意味する。 
そうであるならば、同好サークルと企業との関

係を従来の「対立の関係」にするのではなく、お

互いがメリットを享受できる「ウインウインの関

係」になることを相互に目指すべきである。 
この「ウインウインの関係」構築において、と

りわけ重要なのは、強者である企業側のスタンス

である。つまり、連携を希望する企業は「どうす

れば自社のモノが売れるか」という「企業の論理」

を全面に出すのではなく、「どうすればシニアの

活動を応援できるか」という「シニアの論理」を

尊重した連携を心がける必要がある。 
従って、シニアの同好サークルと企業とがうま

く連携するには、まず、企業が金銭以外の何らか

のメリットを提供する形で積極的にサークル活

動を応援することが重要である。そうすることに

よって、サークル活動の本来の目的である「参加

することの楽しさ・喜び」が参加者において高ま

る。企業は、この「楽しさ・喜び」を求心力とし

てうまく活用することで最終的に企業のメリッ

トに結びつけるというモデルを考えるべきであ

る。 
このモデルは、草の根の非営利サークルと営利

企業とが「ゆるやかなアライアンス」を結ぶとい

うことであり、単なる従来の慈善事業的な関係と

は異なる「新たな関係」づくりといえる。 
 

(4) 「器の大きな」企業こそが成長する時代 
最近、「60 歳のラブレター」（ＮＨＫ出版）と

いう本が大変な売れゆきである。この本は、住友

信託銀行が実施した「60 歳のラブレター」キャ

ンペーンで１万５千通を超えて集まったシニア

世代の配偶者に送るラブレターを選択、編集した

ものである。この本では「夫から妻へ」「妻から

夫へ」の短いラブレターが実名入りで交互に掲載

されている。以前、「日本一短い母への手紙」と

いう本が大ヒットしたが、それと類似の企画であ

る。 
これらの動きを見ると、シニア世代が同世代の

草の根コンテンツに大きな魅力を感じているこ

とがよくわかる。それは、シニア世代の人達が今

まで忘れていた「自分自身を素直に表現する」と

いうことを60歳前後になってようやく取り戻し

ているかのように見える。 
このようにシニアの自己表現機会を応援する
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ことは、企業にとってもメリットが大きいことで

ある。この企画を実施した住友信託銀行は、この

ような企画を潜在的に待ち望んでいたシニア夫

婦に対して「器の大きな企業」としての評判を高

めたはずである。相手に対する信頼感を重んじる

シニア世代に対しては、単なる「金銭的なリター

ン」より、「評判というリターン」の方が今後の

ビジネス展開においてよほど大きな意味をもつ

のではないだろうか。 
シニアが望む草の根の動きを暖かく応援する。

その結果が企業のメリットにもなるということ

をこれからの経営者は自覚すべきであろう。時代

は「器の大きな」企業こそが成長する方向に向か

っているのである。 
 

（2002.1.16） 
 

このレポートに対する感想、ご意見をお待ちして

おります。メールアドレスは次のとおりです。 
hirmurat@softbank.co.jp  
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