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平成２９年度(一財)滋賀県老人クラブ連合会事業報告 

 

１．滋賀県老人クラブ連合会の運営 

(1) 正副会長会議の開催 

  第1回 平29. 5.11  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・厚生労働大臣表彰被表彰者の選考について  ほか 

  第2回 平29. 6.21  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・全老連会長表彰被表彰者の選考について 

・ブロック連絡調整会議への助成について 

・厚生労働大臣表彰の候補について（報告） 

・「１００万人会員増強運動」の取組状況について（報告）  ほか 

第3回 平29. 6.26  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成29年度 第1回理事会の議案について 

平成28年度 県老ク連事業実施報告について 

平成28年度 県老ク連収支決算報告について 

平成28年度 公益目的支出計画実施報告について 

     滋賀県老人クラブ連合会の役員および評議員の補充選任について  ほか 

  第4回 平29. 7.25  県立長寿社会福祉センター ２階 第４研修室 

・欠員となった委員会の委員の選出（補充選任）について 

   ・市町老ク連会長会議の開催について  ほか 

第5回 平29. 9.25   県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・県老ク連会長表彰被表彰者の選考について 

・第56回県老人クラブ大会の開催について（開催要綱・大会宣言の検討等） 

・平成30年度予算要望について 

・厚生労働大臣表彰・知事表彰の受章者について（報告） 

・第36回「豊熟シニアの主張」の選考結果について（報告）  ほか 

  第6回 平30. 3.28   県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成29年度 第3回理事会の議案について 

     平成29年度 滋賀県老人クラブ連合会収支補正予算（案）について 

     平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画（案）について 

平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会収支予算（案）について 

・滋賀県老人クラブ連合会の組織・運営状況について（報告） 

・「１００万人会員増強運動」の状況について（報告）  ほか 

(2) 平成30年度県予算編成に係る県議会等への要望活動 

   ・平29.10.14   自由民主党       県庁２階 議員室 

   ・平29.10.17   県健康医療福祉部長   県 庁 

   ・平29.10.17  チームしが（社協関係）  県 庁 

   ・平29.11.16  自由民主党（社協関係）  県 庁 

   ・平29.11.20  チームしが        要望書提出 



２ 

 

 (3) 理事会の開催 

   第1回理事会 

 平29. 6.26   県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

   ・平成28年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告（案）について 

・平成28年度 滋賀県老人クラブ連合会収支決算報告（案）について 

・平成28年度 公益目的支出計画実施報告書（案）について 

・滋賀県老人クラブ連合会の役員および評議員の補充選任（案）について 

     第2回理事会 

 平29. 7.25  県立長寿社会福祉センター ２階 第４研修室 

  ・欠員となった副会長の選出について 

第3回理事会 

  平30. 3.28  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成29年度 滋賀県老人クラブ連合会収支補正予算について 

・平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画について 

・平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会収支予算について 

 (4) 評議員会の開催 

   第1回評議員会 

 平29. 6.30   県立長寿社会福祉センター ２階 第３・４研修室 

・平成28年度 滋賀県老人クラブ連合会収支決算について 

  ・滋賀県老人クラブ連合会の役員および評議員の補充選任について 

    (報告事項) 

・平成28年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告について 

・平成28年度 公益目的支出計画実施報告書について 

(5) 監事会の開催 

    平29. 6.14   県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

        監    事    大 芝  哲 郎   澤     幸 雄 

        立 会 人   北 沢 浩 治    八 木  兵次郎 

監  査：平成28年度 滋賀県老人クラブ連合会の業務、会計、財産の状況および 

公益目的支出計画実施報告について 

 

◇ …  以下は、公益目的支出計画における継続事業である。 … ◇ 

 

(6) 総務委員会、広報委員会および女性委員会の活動 

    【総務委員会の開催】 

   ○ 平30. 3.12  県立長寿社会福祉センター ２階 第２研修室 

    ・県・市町老ク連の運営および活動に係る課題について 

    ・会員増強、組織強化に向けた取組の状況と課題について  ほか 
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【広報委員会の開催】 

○第1回 平29.10.17  県立長寿社会福祉センター ２階 第４研修室 

 ・副委員長の選出について 

 ・委員会の活動について 

・広報紙「いきいき近江」第24号の発行について 

○第2回 平30. 1. 4  

 ・広報紙「いきいき近江」第24号の校正について(校正作業) 

【女性委員会の開催】 

○第1回 平29. 6.15  県立長寿社会福祉センター １階 介護研修室 

・平成29年度 女性委員会事業計画について 

市町老ク連女性代表者会議について 

手作り教室、出前講座について 

他老ク連との交流会・研修旅行について 

「老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン」について  ほか 

○第2回 平29. 7.18  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

 ・平成29年度 女性委員会の事業について 

市町老ク連女性代表者会議について 

   女性委員会にできることについて  ほか 

○第3回 平29. 9.26  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成29年度 女性委員会事業について 

手作り教室について  ほか 

○第4回 平29.10.27  草津市立市民交流プラザ 小会議室 

・平成29年度 女性委員会事業について 

  滋賀県老人クラブ大会の役割について 

  女性委員会主催研修会の開催について 

・手作り教室について  ほか 

○第5回 平29.12.13  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成29年度 女性委員会事業について 

  高齢者相互支援活動研修会・女性委員会主催研修会について  ほか 

○第6回 平30. 2.13  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

 ・平成29年度 女性委員会事業について 

  高齢者相互支援活動研修会・女性委員会主催研修会について 

・在宅福祉を支える友愛活動セミナー参加報告 

・平成３０年度女性委員会事業について 

・手作り教室 

○第7回 平30. 3.22  かんぽの宿彦根  

・平成29年度事業の振り返りと30年度の事業について 

・手作り教室出前講座について 

・女性リーダー養成の取組について  ほか 
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◇市町老ク連女性部代表者会議 平29. 7.20 （午前、午後）    

県立長寿社会福祉センター １階 調理室・第１教室 

    ・料理教室 

・平成28年度女性委員会活動報告および平成29年度事業の実施計画について 

・各出席者から地域での活動状況について報告、意見交換 

 

２．老人クラブ活動の強化と推進  

◎研 修 等   

  (1) 市町老人クラブ連合会会長会議 

     ○平29. 8.30   県立長寿社会福祉センター ２階 第３・４研修室  

         ・県老ク連の組織状況と事業・活動（説明） 

     ・会員増強運動の経過（説明）  ほか 

     ・市町老ク連・単位クラブの活動状況および課題等について意見交換・協議 

  (2) 市町老人クラブ連合会の事務局長および担当者会議 

     ○平29. 4.20   県立長寿社会福祉センター １階 介護実習室  

         ・平成29年度 県老ク連事業計画および収支予算について 

     ・事業助成交付金交付要領について 

     ・個別事業の説明および依頼事項について 

《行政説明》 平成29年度 老人クラブ関係事業(予算)の概要について 

   (3) 老人クラブ創造推進員等研修会（講演には健康づくりリーダーも参加） 

   ○平29. 7. 3     県立長寿社会福祉センター ２階 第１研修室 

              参加者 … 創造推進員  19人  健康づくりリーダー  24人 

            健康づくり推進員 4人  役員  1人 

□講  演 「より豊かな健康を求めて」 

        岐阜成徳学園大学名誉教授 山 﨑 旭 男 氏 

◇ 

□研究協議（午後）   ２階 第１研修室 

＜主な話題＞ 

・老人クラブ組織・活動の現状と今後の課題 

・活動事例紹介  ほか 

(4) 高齢者相互支援活動研修会・女性委員会主催研修会 

○平30. 2.28   県立長寿社会福祉センター  １階 大教室 

参加者   260人 

   ＜第１部＞ 高齢者相互支援活動研修会 

     講  演  「元気高齢者を目指して ～１１Ｋ～」 

              滋賀県健康医療福祉部次長  角 野 文 彦 氏 
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＜第２部＞  女性委員会主催研修会 

報  告  ①「在宅福祉を支える友愛活動セミナー」参加報告 

          ②  女性委員会活動報告 

     活動紹介  「会員さんの主体的な参加で、老人クラブの活性化を図る 

             ～『生活文化クラブ』のささやかな取組から～」 

                 ―甲良町老人クラブ連合会の活動― 

(5) 若手リーダー養成研修会 

○平29. 8.31   県立長寿社会福祉センター  2階 第３・４研修室 

   参加者    20人 

講習（午前） コミュニケーション麻雀 

講演（午後）「～ひとりひとりが輝き合う活動を目指して～ 

        『お悩み解決ベスト５に学ぶ！運営活動上手のコツ』」 

             夢こらぼ主宰 松 尾 やよい 氏 

 (6) 生活支援サポーター養成講座 

○平29. 6～30. 2  県下４地域で合計６回開催 

参加者    626人 

講 師   大谷大学教授 山 下 憲 昭 氏 ほか 

 (7) 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 

○平成29年度 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 

      平29. 6. 8～ 9 ホテル･アゴーラリージェンシー堺（堺市） 

      参 加 者： 285人 (本県20人、京都府17人、京都市25人、大阪府25人 

大阪市18人、堺市86人、兵庫県21人、神戸市20人 

奈良県30人、和歌山県23人) 

      《研修内容》  

基調報告（全老連）「老人クラブ組織の発展に向けて」 

            ― 全国運動、行動提案等 ― 

講  演 「笑いは百薬の長」 

        関西大学人間健康学部教授 森 下 伸 也 氏 

     《研究討議》 

       第１分科会 「健康長寿と老人クラブ活動」 

           第２分科会 「新しい総合事業と地域支え合い運動」 

       第３分科会 「老人クラブ活動における地域との連携」 

…事例発表（安土町） 末 房 松 三 氏 

       第４分科会 「会員増強運動の成果と課題」 

                  …座長（彦根市） 郷 野 智恵子 氏 

 (8) 中央セミナー等 

       ○平成29年度 都道府県・指定都市老連 女性代表者会議 

           平29. 5.26   全社協会議室          （本県１名参加） 
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 ○第35回 都道府県・指定都市 老人クラブリーダー中央セミナー                   

平29. 8. 8～ 9   全社協灘尾ホール      （本県２名参加） 

テーマ：「すべての地域にクラブの設置を！ ～新設クラブの推進」  

◇基調報告（全老連）「老人クラブ組織の発展に向けて」 

            ―全国運動、行動提案等― 

◇活動報告 「区老連活性化の取組」「新しいクラブづくり」の２事例 

◇講  演 「超高齢・少子化・人口減少社会における高齢期 

           ～自律的にいきる、同世代同士が支えあう」 

             中京大学教授 野 口 典 子 氏 

◇行政報告 （厚生労働省） 厚生労働省老健局振興課長 

◇分 散 会  テーマ：市区町村老連で進める 

「Ａ 新設のクラブづくり」「Ｂ 解散クラブの防止」 

◇全 体 会 

○第23回「在宅福祉を支える友愛活動」セミナー 

平30. 1.31～ 2. 1     全社協第３～５会議室   （本県３名参加） 

◇基調報告（全老連）「老人クラブの全国運動･行動提案」 

◇事例発表 「新地域支援事業の取組」「友愛実践モデル事業について」の２事例 

◇講  演 「『新地域支援事業』における老人クラブへの期待」 

医療経済研究機構研究員兼研究総務部次長 服 部  真 治 氏 

◇行政報告（厚生労働省） 

「介護保険制度をめぐる施策の動向と老人クラブへの期待について」 

◇分 散 会 テーマ：「新地域支援事業における市区町村老連の期待について」 

◇全 体 会 

○第15期 健康づくり中央セミナー 

平30. 2.21～ 2.23     ロフォス湘南     （本県４名参加） 

◇基礎講座・専門講座・グループ学習  履修時間 １１時間 

 

３．各種大会等 

  (1) 第46回 全国老人クラブ大会 

  〇平29.10.18～19  京都市  ロームシアター京都 

本県４４名参加 

メインテーマ：「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」 

 

 

[第一日目] 

   【活動交流部会】 

     第１部会  老人クラブ活動を新地域支援事業に活かす 

     第２部会  組織的推進による会員増強運動の展開 

     第３部会  演じる活動〈舞台発表〉 
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[第二日目] 

   【講  演】 「心の荷物をおろす１０８の知恵 ～一人一人が輝く生き方に～」 

               真宗大谷派僧侶・アナウンサー 川 村  妙 慶 氏 

   【式  典】 

    挨  拶  全国老人クラブ連合会会長 

     表   彰  厚生労働大臣表彰 

・育成功労表彰         98名（うち本県２名） 

大津市    井 上   昇 氏 

守山市    小 井 千栄子 氏  

・優良老人クラブ表彰          49団体（うち本県１団体） 

林老人クラブ（竜王町） 

・優良老人クラブ連合会表彰  46団体（うち本県１団体） 

栗東市老人クラブ連合会 

全国老人クラブ連合会会長表彰 

・育成功労表彰        114名（うち本県２名） 

大津市    藤 村     修 氏 

彦根市    藤 田  治 夫 氏  

・優良老人クラブ表彰          53団体（うち本県１団体） 

野洲老人クラブ（野洲市） 

・優良老人クラブ連合会表彰  61団体（うち本県１団体） 

竜王町老人クラブ連合会 

           祝  辞  厚生労働大臣、京都府知事、京都府議会議長、京都市長 

          宣言朗読 

      歌「青い山脈」 

  (2) 第56回 滋賀県老人クラブ大会 

   ○平29.11.16    滋賀県立文化産業交流会館 

                      参加者: 600人 

        【式  典】 

     挨  拶  滋賀県老人クラブ連合会会長 

         表  彰    滋賀県知事、滋賀県老人クラブ連合会会長 

          [被表彰者数]  

・老人クラブ育成功労者 

                        知事表彰   5名 

                        会長表彰     11名 

・優良老人クラブ 

                        知事表彰      2クラブ 

                        会長表彰     10クラブ 

・永年勤続者 

             会長表彰   3名 

・第36回「豊熟シニアの主張」入賞者      5名 

・全国老人クラブ連合会会長表彰伝達 
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   「活動賞」                        2クラブ 

   「１００万人会員増強運動特別賞」  1老ク連 

祝  辞    滋賀県知事、滋賀県議会副議長、米原市長 

     大会宣言 

    【講  話】 「高齢者の消費者被害・交通事故の防止について」 

…滋賀県警察本部 

    【講  演】 「笑いと健康のすてきな関係」 

                     大道芸人 田 久  朋 寛  氏 

    【合  唱】 「青い山脈」 

 

  (3) 平成29度 全国老人クラブ連合会「活動賞」「１００万人会員増強運動特別賞」  

◇活動賞（２団体） 

＜健康づくり活動＞ 

・河西ニュータウン鳩の森クラブ（守山市） 

＜その他の活動（地域貢献活動）＞ 

・山出老人クラブ（野洲市） 

   ◇１００万人会員増強運動特別賞（１団体） 

    ・野洲市老人クラブ連合会 

 

４．高齢者健康づくり支援事業の実施 

(1) ニュースポーツ講習会 

【全 体 会】 健康づくりリーダー対象  参加者 28人 

○平29. 7. 3      県立長寿社会福祉センター体育室      

講習種目      「スカットボール」「ターゲットバードゴルフ」 

  【地区別講習会】 

○平29. 6.20   第２ブロック 湖南市総合体育館     参加者  300人 

○平29. 6.24   第４ブロック 甲良中学校体育館     参加者 100人 

○平29. 6.30   第４ブロック 豊郷町体育センター    参加者  200人 

○平29. 7. 7     第２ブロック 草津市野村運動公園    参加者 384人 

○平29. 7.12   第２ブロック 野洲市総合体育館     参加者 210人 

○平29. 7.14   第４ブロック 彦根市中老人福祉センター  参加者 175人 

○平29. 9.27   第５ブロック 長浜バイオ大学ドーム   参加者 423人 

○平29.10. 3   第２ブロック 栗東市民体育館      参加者 296人 

○平29.10.24   第３ブロック 近江八幡市立運動公園   参加者 131人 

○平29.10.30   第１ブロック マキノピックランド    参加者  82人 

○平30. 2. 7   第２ブロック 守山市老人憩いの家    参加者  54人 

                             計 2,355人 

  



９ 

 

(2) 健康づくり推進員派遣事業 

○健康づくり推進員 11人 

○出前講座  派遣先  84カ所  派遣延人数  95人 

５．平成29年度 老人クラブ「社会奉仕の日」 

       ～9月20日は「社会奉仕の日」～ 

    老人週間（9月15日「老人の日」から21日までの1週間）を契機に、全国一斉に「社会奉仕 

の日」（9月20日を基準日）を設定し、全クラブ参加の下に環境美化活動に取り組み、地域 

社会に対する感謝と地域の担い手としての活力を広く示そうとするもので、本県では各地で

奉仕活動が実施された。特に、琵琶湖岸、道路、公共施設、公園等を重点的に実施された。 

６．広報・啓発活動 

(1) 広報紙(会報)「いきいき近江」の発行（第24号） 

(2) 県老ク連ホームページの運営 

(3) 県老ク連要覧の発行 

(4) 老人クラブ保険の普及 

(5) 老人クラブ手帳、老人クラブ日誌、会計簿、会員章等の斡旋 

７．市町老人クラブ連合会等の事業助成 

(1) 市町老ク連活動費助成交付金 

(2) 若手会員加入促進事業等交付金  

(3) 老人クラブ介護予防活動支援事業補助金 

(4) 老人クラブ生活支援サポーター養成事業(生活支援実践モデル事業)補助金 

 


