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平成３０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30. 6.18  県立長寿社会福祉センター ２階 第２研修室 

・全老連会長表彰被表彰者の選考について 

・平成30年度 第１回理事会の議案について 

平成29年度 県老ク連事業実施報告について 

平成29年度 県老ク連収支決算報告について 

平成29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の選任および評議員の補充選任について 

   ・平成31年度予算の要望について（報告）  ほか 

  第2回 平30. 7.19  県立長寿社会福祉センター ２階 ミーティングルーム 

   ・総務・広報委員会の委員および委員長の選出について 

   ・１００万人会員増強運動４年目の結果について（報告） 

・県・市町老ク連の組織状況について（報告） 

・平成31年度予算要望活動について（報告）  ほか 

第3回 平30.10. 1   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57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） 

・「若手高齢者の役割に関する懇談会」について 

・全老連会長表彰・知事表彰の受章者について（報告）  ほか 

  第4回 平31. 3.28   県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成30年度 第3回理事会の議案について 

     平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会収支補正予算（案）について 

     令和元年（平成31年）度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画（案）について 

令和元年（平成31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）  ほか 

(2) 令和元年（平成31年）度県予算編成に係る県議会等への要望活動 

   ・平30. 7. 6   自由民主党（社協関係） 県庁（要望書提出） 

   ・平30. 9. 6   県健康医療福祉部長   県庁 

   ・平30.11.26  チームしが        県庁（要望書提出） 

(3) 理事会の開催 

   第1回 平30. 6.22   県立長寿社会福祉センター ２階 第２研修室 

 ・平成29年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告（案）について 

・平成29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29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の選任および評議員の補充選任(案)について 



- ２ - 

 

    ・滋賀県老人クラブ連合会表彰規程の一部改正について 

     第2回 平30. 7.19  県立長寿社会福祉センター ２階 ミーティングルーム 

 ・正副会長および常務理事の選出について 

 ・代表理事の選出について 

第3回 平31. 3.28  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成30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31年度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画について 

・平成31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 平30. 6.27   県立長寿社会福祉センター ２階 第２・３研修室 

・平成29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の選任および評議員の補充選任について 

    (報告事項) 

・平成29年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告について 

・平成29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30. 6. 4   県立長寿社会福祉センター ２階 第４研修室 

        監    事    芥 川  憲 一   井ノ口 順 一 

        立 会 人   北 沢 浩 治    八 木  兵次郎 

監  査：平成29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 

(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】 

   ○平31. 3.19  県立長寿社会福祉センター ２階 第４研修室 

    ・県老ク連の現状と課題について 

    ・組織強化の課題および組織運営の方向性について  ほか 

【広報委員会】 

○第1回 平30.10.26  書面協議 

 ・広報紙「いきいき近江」第25号の発行について 

 ・「いきいき近江」の原稿募集活動について 

・初校ゲラ提示（12/26） 

○第2回 平31. 1. 4  

 ・「いきいき近江」第25号の校正作業 

【女性委員会】 

○第1回 平30. 5.23  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成30年度 女性委員会事業計画について 

第１回市町老ク連女性代表者会議について 



- ３ - 

 

手作り教室、出前講座について 

女性リーダーの養成について  ほか 

○第2回 平30. 6.29  県立長寿社会福祉センター ２階 第１研修室 

 ・新任委員の委嘱 

・平成30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 

   女性リーダーの養成について 

手作り教室について  ほか 

○第3回 平30. 9.12  県立長寿社会福祉センター １階 第１教室 

・平成30年度 女性委員会事業について 

第２回市町老ク連女性代表者会議について 

女性リーダーの養成について 

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4回 平30.11. 5  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成30年度 女性委員会事業について 

  滋賀県老人クラブ大会について 

  女性会長会について 

  第２回市町老ク連女性代表者会議について 

  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31. 1.29  県立長寿社会福祉センター １階 会議室 

・平成30年度 女性委員会事業について 

  女性会長の集いについて 

女性委員会主催研修会について 

・平成31年度 女性委員会事業について  ほか 

○第6回 平31. 2. 8 (午後) 県立長寿社会福祉センター ２階 第３・４研修室 

 ・女性委員会主催研修会について 

・平成31年度 女性委員会事業について  ほか 

○第7回 平31. 3.27  エクシブ琵琶湖  

・平成31年度 女性委員会事業計画について  ほか 

◇第1回 市町老ク連女性部代表者会議 平30. 7.12  

県立長寿社会福祉センター １階 調理室 ２階 第２・３研修室 

    ・料理教室 

・平成29年度女性委員会活動報告および平成30年度事業について 

◇第2回 市町老ク連女性部代表者会議 平30.12.19  

県立長寿社会福祉センター ２階 第３・４研修室 

    ・講 演：「生涯生旬『笑顔の花を咲かせましょう』」 

            夢こらぼ主宰 松 尾 やよい 氏   
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・セミナー参加報告、女性委員会活動報告、情報交換 

   ◇女性会長の集い 平31. 2. 8（午前） 

県立長寿社会福祉センター ２階 第３・４研修室 

    ・アンケートをもとに、活動の実施状況および課題等について協議・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30. 8.30   県立長寿社会福祉センター 会議室  

         ・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30. 4.18   県立長寿社会福祉センター １階 介護実習室  

         ・平成30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30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30. 7.18     県立長寿社会福祉センター ２階 第２～４研修室 

              参加者 … 創造推進員  16人  体育・健康づくりリーダー 32人 

            健康づくり推進員 5人  役員  1人 

□講  演 「体が動けば心が動く」 

        大阪体育大学前学長 永 吉 宏 英 氏 

□研究協議（午後） 

＜主な話題＞ 

・老人クラブ組織・活動の現状と今後の課題  ほか 

(4) 創造推進員・事務局職員研修会 

   ○平31. 1.25     かんぽの宿彦根 

    ・アンケートを参考に、組織、活動の課題等について協議・意見交換 

(5) 高齢者相互支援活動研修会・女性委員会主催研修会 

  〇平31. 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 「エアリハで生涯現役 ～ 転倒は習慣で予防しよう ～」 

              お笑い理学療法士  日向亭  葵 氏 
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＜第２部＞  女性委員会主催研修会 

活動紹介  ①「 野洲市老人クラブ連合会の取組 」 

          ②「 清田百寿会 ふれあいカフェ『ひまつぶし』の取組 」 

     講  演 「人は心・・・そして花、この世は夢・・・幻・・・のごとく 」 

              昭和ロマンクラブ代表  Sorako 氏 

(6) 若手リーダー養成活動 「若手高齢者の役割に関する懇談会」 

○平30.11. 6   県立長寿社会福祉センター  会議室 

   参加者     9人 

(7) 生活支援サポーター養成講座 

○平30. 6～31. 2  県下５地域で合計６回開催 

参加者   775人 

講 師   夢こらぼ主宰 松 尾 やよい 氏 ほか 

  (8) 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 

○平成30年度 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会（開催地：奈良県） 

      平30. 6.14 ～ 15 THE KASHIHARA 

      参 加 者： 309人 (本県28人参加) 

     《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」 

講  演 「 あなたは知っていますか？こんなに怖い慢性腎臓病 」 

        奈良県立医科大学教授 赤 井  靖 宏 氏 

     《研究討議》 

       第１分科会 「健康長寿に取り組む健康づくり・介護予防活動」 

…事例発表（野洲市） 小 森  公 子 氏 

           第２分科会 「地域包括ケアシステムの構築に向けた友愛活動の充実」 

       第３分科会 「多世代や地域団体との交流による地域づくり」 

       第４分科会 「会員増加入促進に向けた老人クラブづくり」 

                  …座長（栗東市） 三 好    勉  氏 

 (9) 中央セミナー等 

       ○第42回 全老連女性委員会総会 

           平30. 5.15   全社協会議室          （本県１名参加） 

     ○第36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30. 8. 7～ 8   全社協灘尾ホール       （本県１名参加） 

テーマ：「新規クラブを立ち上げよう！解散クラブを防ごう！」  

◇行政説明  厚生労働省老健局振興課長 

◇基調報告（全老連）「老人クラブの発展に向けて」 

◇事例発表 「新規クラブの立ち上げと解散クラブの防止～連合会の取組～」 

◇分 散 会 「始めよう！新規クラブの立ち上げと解散クラブの防止」 
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◇講  演 「仲間づくりは地域づくり」 

          日本大学文理学部教授 諏 訪  徹 氏 

    ○第30回 全国女性リーダーセミナー 

      平30.10.11～12 全社協第３～５会議室    （本県２名参加） 

◇基調報告 （全老連）「老人クラブ組織の発展に向けて―示そう！女性パワー」 

◇事例発表 「認知症サポーター養成講座」（横浜市）他３事例 

◇行政報告 （警察庁）「特殊詐欺の被害防止対策について」 

      ◇ワークショップ 「女性の視点をいかした自助・共助」 

○第24回「在宅福祉を支える友愛活動」セミナー 

平31. 1.30～31     全社協第３～５会議室   （本県３名参加） 

◇行政説明 （厚労省）「高齢者関連施策と老人クラブへの期待」 

◇基調報告 （全老連）「新地域支援事業」と「老人クラブが目指す友愛活動」 

◇事例発表 「老人クラブが取り組んでいる地域支え合い」３事例 

◇分 散 会 テーマ「友愛活動の実践について」 

◇講  演 「強い地域社会を創る ～ 一人一人の実践に感謝を込めて ～」 

神奈川県立保健福祉大学顧問 山 崎  美貴子 氏 

◇全 体 会 

３．各種大会等 

  (1) 第57回 滋賀県老人クラブ大会 

   ○平30.11.21    滋賀県立文化産業交流会館 

                      参加者: 650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     14名 

・優良老人クラブ 

                        知事表彰      2クラブ 

                        会長表彰      7クラブ 

・淡海の郷づくり優良老人クラブ 

                        知事表彰      2クラブ 

・永年勤続者 

             会長表彰   1名 

・篤行者 

             会長表彰   1名 

・第37回「豊熟シニアの主張」入賞者      5名 
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・全国老人クラブ連合会会長表彰伝達 

   「地域文化の伝承活動」             1クラブ 

祝  辞    滋賀県知事、米原市長 

     大会宣言 

    【講  話】 「笑って減災なまず流」 

             たかしま災害支援ボランティアネットワーク「なまず」 

    【講  演】 「元気高齢者が地域を創る」 

             滋賀県医療福祉推進アドバイザー 櫃 本  真 聿  氏 

    【合  唱】 「青い山脈」 

  (2) 第47回 全国老人クラブ大会 

  〇平30.12. 4～ 5  沖縄コンベンションセンター   本県３４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  私たちの地域を支え合おう～新地域支援事業への参画 

     第２部会  仲間を増やそう～会員増強運動の推進 

     第３部会  老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン 

     第４部会  演じる活動〈舞台発表〉 

[第二日目] 

   【講  演】 「琉球・沖縄の歴史と文化」 

              沖縄県立博物館・美術館館長 田 名  真 之 氏 

   【式  典】 

     挨  拶  全国老人クラブ連合会会長  

表   彰  全国老人クラブ連合会会長表彰 

・育成功労表彰        124名（うち本県２名） 

甲賀市    田 中  光 郎 氏 

甲賀市    神 木  蔦 子 氏 

・優良老人クラブ表彰          52団体（うち本県１団体） 

木津美智九三会（日野町） 

・優良老人クラブ連合会表彰  63団体（うち本県１団体） 

愛荘町秦荘老人クラブ連合会 

・永年勤続表彰        27名 （うち本県２名） 

寺 田  茂 美  氏（草津市） 

小 枝  美代子 氏（草津市） 

           祝  辞  厚生労働大臣、沖縄県知事、沖縄県議会議長、宜野湾市長 

          宣言朗読 

      歌「芭蕉布」 
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  (3) 平成30度 全国老人クラブ連合会「活動賞」の受賞 （１団体） 

＜地域文化の伝承活動＞ 

・下之郷老人クラブ壽福会（甲良町） 

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 38人 

○平30. 7.18      県立長寿社会福祉センター体育室      

講習種目      「フロアカール」「スウィングトスゲーム」 

  【地区別講習会】 

○平30. 6.15   第４ブロック 豊郷町体育センター    参加者  183人 

○平30. 6.20   第４ブロック 甲良町公民館多目的ホール 参加者 207人 

○平30. 6.22   第２ブロック 草津市内ロクハ公園    参加者   54人 

○平30. 6.30     第２ブロック De愛広場         参加者  50人 

○平30. 7. 4   第２ブロック 湖南市総合体育館     参加者 300人 

○平30. 7. 6   第２ブロック 草津市野村運動公園    参加者 384人 

○平30. 7.11   第２ブロック 野洲市総合体育館     参加者 210人 

○平30. 7.13   第４ブロック 彦根中老人福祉センター  参加者 103人 

○平30. 9.28   第５ブロック 長浜バイオ大学ドーム   参加者 273人 

○平30.10. 3   第２ブロック 栗東市民体育館      参加者 280人 

○平30.10.31   第３ブロック 近江八幡市立運動公園   参加者 125人 

○平30.10.31   第１ブロック 大津市内グラウンド    参加者 100人 

○平31. 1.30   第２ブロック 守山市憩いの家      参加者  70人 

                             計 2,339人 

 (2) 健康づくり推進員派遣事業 

○健康づくり推進員 13人 

○出前講座  派遣先  72カ所  派遣延人数  92人 

５．平成30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25号） 

(2) 県老ク連ホームページの公開 

(3) 県老ク連要覧の発行 
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(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補助金 


