
- １ -

令和元年(平成３１年)度 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 令元. 6.17 県立長寿社会福祉センター 会議室 

・全老連会長表彰被表彰者の選考について

・県老ク連会長表彰規程の一部改正について

・令和元年度 第１回理事会の議案について

平成30年度 県老ク連事業実施報告について 

平成30年度 県老ク連収支決算報告について 

・令和２年度予算の要望について  ほか 

 第2回 令元. 7.25  県立長寿社会福祉センター 会議室 

・総務・広報委員会の委員および委員長の選出について

・令和２年度予算の要望事項について（報告）

・全老連会長表彰について（報告）

・市町老連会長会議の議題について  ほか 

第3回 令元.10.18  県立長寿社会福祉センター 会議室 

・県老ク連会長表彰被表彰者の選考について

・第58回県老人クラブ大会について（開催要綱・大会宣言の検討等）

・全老連会長表彰・知事表彰の受章者について（報告）

・「１００万人会員増強運動」の結果について（報告）

・若手委員会の設置について   ほか 

第4回 令 2. 2. 4   県立長寿社会福祉センター 第１研修室 

・滋賀県老人クラブ連合会の組織・運営状況について

・「１００万人会員増強運動」の結果について

・市町老ク連の現状と課題について

・県老ク連表彰規程の一部改正について

・収支予算（被表彰者全国大会参加負担金、若手関係助成金）の見直しについて

・令和２年度県補助金について（報告）  ほか 

第5回 令 2. 3.24   文書審議 

※新型コロナウイルス感染症予防のため文書審議に変更

・令和２年度 第４回理事会の議案について

平成31年（令和元年）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２年度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画（案）について 

令和２年度 滋賀県老人クラブ連合会収支予算（案）について 

県老ク連表彰規程の一部改正について 

(2) 令和２年度県予算編成に係る県議会等への要望活動

・令元. 6. 7   自由民主党 県庁 
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・令元. 8.28   県健康医療福祉部長   県庁 

・令元.10.16  チームしが  県庁（要望書提出） 

(3) 理事会の開催

第1回 令元. 6.26 草津市立市民交流プラザ 会議室 

・平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告（案）について

・平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会収支決算報告（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)並びに理事の推薦

区分の変更（案）について

   第2回 令元. 7.25 県立長寿社会福祉センター 会議室 

・欠員となった副会長の後任者の選出について

・欠員となった代表理事の選出について

第3回 令元. 9. 9  文書審議 

・滋賀県老人クラブ連合会若手委員会の運営に係る内規の整備について

第4回 令 2. 3.27  文書審議 

・平成31年(令和元年)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２年度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画(案)について

・令和２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表彰規程の一部改正について

(4) 評議員会の開催

第1回 令元. 6.28 県立長寿社会福祉センター  第３・４研修室 

・平成30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30年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告について

(5) 監事会の開催

  令元. 6.10  県立長寿社会福祉センター 第２研修室 

  監    事    芥 川  憲 一   福 田  清 藏 

 立 会 人    仲  幸 子    八 木  兵次郎 

監  査：平成30年度 滋賀県老人クラブ連合会の業務、会計、財産の状況について 

(6) 委員会（総務委員会、広報委員会、女性委員会、若手委員会）の活動

    【総務委員会】 

○令 2. 2. 4 県立長寿社会福祉センター 第１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 令元.11.20  書面協議 

・広報紙「いきいき近江」第26号の発行について



- ３ -

・「いきいき近江」の原稿募集活動について

・初校ゲラ提示（1/6）

○第2回 令 2. 1. 7

・「いきいき近江」第26号の校正作業（～1/10）

【女性委員会】 

○第1回 令元. 5.16  県立長寿社会福祉センター 会議室 

・令和元年度 女性委員会事業計画について  ほか 

○第2回 令元. 7.12 草津市立市民交流プラザ 小会議室 

・新任委員の委嘱

・令和元年度 女性委員会の事業について

女性会長の集いについて  ほか 

○第3回 令元. 8.22  草津市立市民交流プラザ 小会議室 

・令和元年度 女性委員会事業について

女性会長の集いについて 

第２回市町老ク連女性部代表者会議について 

出前講座、手作り教室について 

女性委員会主催研修会の開催について  ほか 

○第4回 令元.10.24 草津市立市民交流プラザ 小会議室 

・令和元年度 女性委員会事業について

  第２回市町老ク連女性部代表者会議について 

  滋賀県老人クラブ大会について 

  女性会長の集いについて 

  女性委員会主催研修会の開催について 

  手作り教室について  ほか 

○第5回 令元.12. 5  県立文化産業交流会館 会議室 

滋賀県老人クラブ大会について 

  女性委員会主催研修会について 

○第6回 令 2. 1.15 県立長寿社会福祉センター 会議室 

  女性委員会主催研修会について 

令和２年度 女性委員会事業について  ほか 

◇第1回 市町老ク連女性部代表者会議 令元. 7.17

県立長寿社会福祉センター 調理室・第１教室 

・料理教室（講師：健康づくり推進員 高 野 婦美子 氏）

・女性委員会活動について

・認知症サポーター養成講座（講師：草津市認知症キャラバンメイト）

◇第2回 市町老ク連女性部代表者会議 令元.12.12

草津市立市民交流プラザ 大会議室 

・講 演：「よきパートナーとしての認知症理解・認知症予防」
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夢こらぼ主宰 松 尾 やよい 氏  

・分散会（ブレーンストーミング）

◇女性会長の集い 令元. 8.28

県立長寿社会福祉センター 第３・４研修室 

・報告（事務局）

・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

    【若手委員会】 

○令元. 9.25  県立長寿社会福祉センター 第１研修室 

・委員長選出

・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

○令元. 7.29   県立長寿社会福祉センター 会議室 

・老人クラブ組織および会員増強運動について（説明）

・老人クラブに対する助成制度について（説明）

・令和元年度事業計画および予算について

・老ク連・単位クラブの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31. 4.16   県立長寿社会福祉センター 第１研修室 

・平成31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31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等も参加）

○令元. 7.11  県立長寿社会福祉センター 大教室 

 参加者 … 創造推進員  17人  体育・健康づくりリーダー 28人 

健康づくり推進員 10人 

□落語と講話 「笑いは心のくすり」

磯 矢  毅 氏（薬剤師 高座名：井筒家 磯七） 

□研究協議（午後）

＜主な話題＞ 

・老人クラブ組織・活動の課題と今後の取組  ほか 

(4) 創造推進員・事務局職員研修会

○令 2. 1.17  男女共同参画センター 

・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
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(5) 生活支援サポーター養成講座

○令元. 6～令 2. 1 県下４地域で計５回開催

参加者   424人 

講 師   夢こらぼ主宰 松 尾 やよい 氏 ほか 

(6) 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会

○令和元年度 近畿ブロック老人クラブリーダー研修会（開催地：大阪市）

令元. 6.13 ～ 14 アートホテル大阪ベイタワー 

 参 加 者： 257人 (本県18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 「 のばそう！健康寿命 担おう！地域づくりを 

  創ろう！いのち輝く未来社会 」 

大阪市健康局医務監 國 吉  裕 子 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」 

…座長（野洲市） 坂 口  良 一 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 「会員加入促進に向けた老人クラブづくり」 

…事例発表（甲良町） 中  かず子  氏 

(7) 全国老人クラブ連合会主催の会議・研修会への参加

○高齢者の健康づくり・生活支援セミナー

令元.12.12～13  全社協灘尾ホール  （本県６名参加） 

基調説明   (全老連)「老人クラブが取り組む健康づくり活動、生活支援」 

専門講座  運動、栄養、医療、歯・口腔、地域支え合い 

事例発表、グループ学習 

○都道府県・指定都市老人クラブ連合会代表者会議

令 2. 1.29～30  全社協灘尾ホール （本県３名参加） 

◇行政説明 (厚労省)「地域包括ケアをめぐる最近の動向について」

◇基調説明 (全老連)「老人クラブ『１００万人会員増強運動』の総括

について」 

「分担金の見直し・令和２年度全老連事業について」 

◇活動報告 「１００万人会員増強運動の取組について」（札幌市 他１件）

◇女性委員会報告

◇講  演 「社会参加は健康長寿の秘訣」 

千葉大学予防医学センター教授 近 藤  克 則 氏 

◇全 体 会
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３．各種大会等 

(1) 第58回 滋賀県老人クラブ大会

○令元.12. 6 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 3名 

  会長表彰     19名 

・優良老人クラブ

  知事表彰  3クラブ 

  会長表彰     14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 

・篤行者

会長表彰 2名 

・第38回「豊熟シニアの主張」入賞者  7名 

・全国老人クラブ連合会会長表彰伝達

 「活動賞」  2クラブ 

祝  辞  滋賀県知事、米原市長 

大会宣言 

【講  演】 「人生１００歳 元気に楽しく」 

 健康・生きがい開発財団副理事長 國 松  善 次 氏 

  【コンサート】“ときめきのウィンターコンサート” 

シャンソン歌手 Kusuyo（くすよ） 氏

【合  唱】 「青い山脈」 

(2) 第48回 全国老人クラブ大会

  〇令元.11.26～27  埼玉県さいたま市 大宮ソニックシティ 本県２８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 <活動発表> 高齢者の健康づくり・介護予防活動の推進 

第２部会 <活動発表> 高齢者の支え合い活動の推進 

第３部会 <舞台発表> 演じる活動 
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[第二日目] 

【講  演】 「武蔵一宮氷川神社の歴史」 

武蔵一宮氷川神社権宮司 東角井 真 臣 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 122名（うち本県２名） 

大津市    大 芝  哲 郎 氏 

甲良町    上 野  善 久 氏 

・優良老人クラブ表彰  49団体 

・優良老人クラブ連合会表彰  63団体（うち本県２団体） 

大津市堅田学区老人クラブ連合会 

草津市老人クラブ連合会 

・永年勤続表彰        19名

 祝  辞  厚生労働大臣、埼玉県知事、埼玉県議会議長、さいたま市長

宣言朗読 

 歌  「世界に一つだけの花」 

(3) 令和元年度 全国老人クラブ連合会「活動賞」の受賞 （２団体）

＜奉仕活動＞

・蜂屋老人クラブ（栗東市）

＜ボランティア活動＞ 

・尼子老人クラブ喜楽会（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 36人 

○令元. 7.11    県立長寿社会福祉センター体育室   

講習種目     「ビンゴボール」「ディスゲッター９」 

  【地区別講習会】 

○令元. 5.17 第４ブロック 甲良町総合運動公園   参加者   69人 

○令元. 6.21 第２ブロック 湖南市総合体育館   参加者 300人 

○令元. 7. 4 第２ブロック 草津市野村運動公園   参加者  350人 

○令元. 7. 5  第４ブロック 彦根中老人福祉センター  参加者  60人 

○令元. 7.10 第２ブロック 野洲市総合体育館   参加者 210人 

○令元. 7.18 第２ブロック 栗東市民体育館   参加者 250人 

○令元. 7.19 第４ブロック 豊郷町体育センター  参加者 189人 

○令元. 9.15 第５ブロック 長浜バイオ大学ドーム  参加者 278人 



- ８ -

○令元.10.15 第４ブロック 甲良町尼子運動公園  参加者  44人 

○令元.10.30 第３ブロック 近江八幡市立運動公園   参加者 133人 

○令元.10.29 第１ブロック 高島市 マキノピックランド  参加者  73人 

○令元.10.25 第２ブロック 守山老人憩いの家   参加者 350人 

○令 2. 2. 7 第２ブロック 栗東市民体育館   参加者  50人 

計 2,356人 

(2) 健康づくり推進員派遣事業

○健康づくり推進員 12人

○出前講座 派遣先  86カ所  派遣延人数  119人 

５．令和元年度 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

(2) 県老ク連ホームページの公開

(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補助金


