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令和２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 2. 6.18  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 

・令和２年度 第１回理事会の議案について 

令和元年度 県老ク連事業実施報告について 

令和元年度 県老ク連収支決算報告について 

県老ク連の役員および評議員の選任について 

   ・令和３年度予算の要望について  ほか 

  第2回 令 2. 7.20  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 

   ・老人クラブ組織の状況について（報告） 

   ・令和３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）  ほか 

第3回 令 2.10. 6   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59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） 

・令和３年度予算の要望について  ほか 

  第4回 令 3. 3.24 

※新型コロナウイルス感染症予防のため文書審議 

   ・令和２年度 第３回理事会（文書審議）の議案について 

     平成２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３年度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画（案）について 

令和３年度 滋賀県老人クラブ連合会収支予算（案）について 

(2) 令和３年度県予算編成に係る県議会等への要望活動 

   ・令 2. 7.21   自由民主党       県庁 

   ・令 2. 7.31   県健康医療福祉部長   県庁 

   ・令 2. 8.24  チームしが        県庁 

(3) 理事会の開催 

   第1回 令 2. 6.18 県立長寿社会福祉センター 会議室 

 ・令和元年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告について 

・令和元年度 滋賀県老人クラブ連合会収支決算報告について 

・滋賀県老人クラブ連合会の役員および評議員の選任について 

     第2回 令 2. 7.16  県立長寿社会福祉センター 会議室 

 ・県老ク連会長および副会長の選出について 
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 ・県老ク連代表理事の選出について 

第3回 令 3. 3.26 

※新型コロナウイルス感染症予防のため文書審議 

 ・令和２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３年度 滋賀県老人クラブ連合会事業計画(案)について 

 ・令和３年度 滋賀県老人クラブ連合会収支予算(案)について 

(4) 評議員会の開催 

   第1回 令 2. 6.25   県立長寿社会福祉センター  第３・４研修室 

・令和元年度 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選任について 

・令和元年度 滋賀県老人クラブ連合会事業報告について(報告事項) 

(5) 監事会の開催 

    令 2. 6.15   県立長寿社会福祉センター 会議室 

        監    事    田 口  勝   水 音治郎 

        立 会 人   八 木  兵次郎 

監  査：令和元年度 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】 

   ○書面報告 

    ・県老ク連の現状と課題について 

    ・組織強化および組織運営の課題について  ほか 

【広報委員会】 

○第1回 令 2.11.20  書面協議 

 ・広報紙「いきいき近江」第27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 

○第2回 令 3. 1. 7  

 ・「いきいき近江」第27号の校正作業（～1/10） 

【女性委員会】 

○第1回 令 2. 6. 3  県立長寿社会福祉センター 会議室 

・令和２年度 女性委員会事業計画について  ほか 

○第2回 令 2. 7.21  草津市立まちづくりセンター 会議室 

 ・新任委員の委嘱 

・令和２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 2. 8.27  草津市立市民交流プラザ 小会議室 

・令和２年度 女性委員会事業について 

女性会長の集いについて 
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第１回市町老ク連女性部代表者会議について  ほか 

○第4回 令 2.10. 1  草津市立市民交流プラザ 小会議室 

・令和２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５９回滋賀県老人クラブ大会について 

第２回市町老ク連女性部代表者会議について  ほか 

○第5回 令 2.10.29  草津市立市民交流プラザ 小会議室 

第５９回滋賀県老人クラブ大会について 

第２回市町老ク連女性部代表者会議・若手リーダー養成研修会について 

  女性委員会主催研修会について  ほか 

○第6回 令 3. 1.13  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３年度 女性委員会事業について  ほか 

○第7回 令 3. 3.18  草津市立市民交流プラザ 小会議室 

   令和３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 令 2. 9.17  

草津市立市民交流プラザ 中会議室 

    ・マスクづくり（講師：健康づくり推進員 小 枝 美代子 氏） 

・講話「軽度認知障害の予防」（講師：並 河   孝 氏 理学療法士） 

◇第2回 市町老ク連女性部代表者会議・若手リーダー養成研修会 令 2.12. 8 

草津市立まちづくりセンター 大会議室 

    ・講 演：「女性と若手のパワーで元気な老人クラブづくり」 

       講師：motto ひょうご 事務局長 栗 木   剛  氏 

・情報交換 

   ◇女性会長の集い 令 2.10.13 

草津市立まちづくりセンター 大会議室 

    ・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 2.10.20  県立長寿社会福祉センター 第２研修室 

＜協議・意見交換＞ 

 ・老人クラブ組織の存続、活性化に向けた課題、将来像 

 ・若手高齢者の参画と活躍を実現するための方策  ほか 

 

２．老人クラブ活動の強化と推進  

◎研 修 等 
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  (1) 市町老人クラブ連合会会長会議 

     ○令 2.12.25   県立長寿社会福祉センター 第１研修室 

         ・超高齢社会の状況と課題（説明） 

     ・老人クラブ組織の状況について（説明） 

     ・老人クラブに対する助成制度について（説明） 

     ・令和２年度事業の実地状況について（説明） 

     ・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 

   ※新型コロナウイルス感染症予防のため開催中止（資料送付） 

     ＜予定していた会議の内容＞ 

○令和 2. 4.17   県立長寿社会福祉センター 第３・４研修室  

         ・令和２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  ほか 

《行政説明》 令和２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 2. 7.10     県立長寿社会福祉センター 大教室 

              参加者 … 創造推進員  16人  体育・健康づくりリーダー 53人 

            健康づくり推進員 7人 

□講  話 「人生百年時代を乗り切るヒント」 

        並 河    孝 氏（理学療法士 大津市社会福祉事業団） 

□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) 市町老ク連事務局職員会議 

   ○令 3. 1.20     県立長寿社会福祉センター 第１研修室 

    ・新型コロナウイルス感染症下の老人クラブ活動のあり方 

・若手や女性登用と活躍の場づくり 

・老人クラブの組織強化等直面する課題 

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 

   ※新型コロナウイルス感染症予防のため開催中止（資料送付） 

     ＜予定していた会議の内容＞ 

○令 3. 2.25   県立長寿社会福祉センター 大教室 

 [第１部] 高齢者相互支援活動研修会 

 講話と落語：「人生１００年時代 笑いの効能で長生きしましょう」 

        久 志  則 行  氏（雲迎寺住職 高座名:てんご堂 雅楽） 
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[第２部] 女性委員会主催研修会 

・活動報告 

・活動紹介 ３件 

① 「新村老人会の活動」     澤 井  き よ  氏（竜王町） 

② 「室木町室寿会の活動」    太 田  禮 子  氏（草津市） 

③ 「西武石山団地豊寿会の活動」 松 田  輝 男  氏（大津市） 

★上記活動紹介については、ＤＶＤに収録して市町老ク連等へ配布 

 (6) 生活支援サポーター養成講座 

○令 2.11～令 3. 1 県下５地域で計５回開催 

参加者   ３１２人 

講 師   理学療法士 並 河  孝 氏 ほか 

(7) 全老連・近畿ブロックの活動への参加 

 ＜近畿ブロック＞ 

○近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 

     ※新型コロナウイルス感染症予防のため開催中止 

      開催期日 令 2. 6.11 ～ 12 

       開 催 地 和歌山県 白浜町（白浜ホテルキーテラスシーモア） 

 ＜全老連＞ 

○活動推進員等職員セミナー 

     ※新型コロナウイルス感染症予防のため開催中止 

      開催期日 令 2. 9. 9  

      開催場所 全社協会議室 

○全老連高齢者の健康づくり・生活支援セミナー 

     ※新型コロナウイルス感染症予防のため開催中止 

      開催期日 令 2.11.30～12. 1 

       開催場所 全社協灘尾ホール 

○都道府県・指定都市老人クラブ連合会代表者会議 

     ※新型コロナウイルス感染症予防のため開催中止 

開催期日 令 3. 2. 2～ 3 

開催場所 全社協灘尾ホール 

 

３．各種大会等 

  (1) 第59回 滋賀県老人クラブ大会 

   ※新型コロナウイルス感染症予防のため規模を縮小して開催 

○令 2.11.17   滋賀県立長寿社会福祉センター 

                      参加者: 130人 
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        【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   4名 

                        会長表彰     17名 

・優良老人クラブ 

                        知事表彰      2クラブ 

                        会長表彰     13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   1名 

・全国老人クラブ連合会会長表彰伝達 

  育成功労者      2名 

  優良老人クラブ    1クラブ 

  優良老人クラブ連合会 1団体 

  活動賞              1クラブ 

祝  辞    滋賀県知事 

    【講  演】 「人生１００歳へのステップ」 

             motto ひょうご 事務局長 栗 木   剛 氏 

  (2) 第49回 全国老人クラブ大会 

※新型コロナウイルス感染症予防のため開催中止（大会要覧を作成・配布） 

    開催期日 令 2.11.17 ～ 18 

開 催 地 山形県山形市（やまぎん県民ホール） 

    [表   彰] 全国老人クラブ連合会会長表彰（県老人クラブ大会において伝達） 

・育成功労表彰         118名（うち本県２名） 

大津市    小 島 四 郎 氏 

甲良町    中   かず子 氏 

・優良老人クラブ表彰          51団体（うち本県１団体） 

  甲良町    下之郷老人クラブ壽福会 

・優良老人クラブ連合会表彰  57団体（うち本県１団体） 

湖南市老人クラブ連合会 

・永年勤続表彰        17名 

  (3) 令和２年度 全国老人クラブ連合会「活動賞」の受賞 （１団体） 

＜健康づくり＞ ・やすらぎ会（栗東市） 
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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 53人 

○令 2. 7.10      県立長寿社会福祉センター体育室      

講習種目：「ボッチャ」「スカイクロス」 

  【地区別講習会】 

○令 2. 7.14   第２ブロック 栗東市なごやかセンター  参加者   45人 

○令 2. 9. 4   第４ブロック 豊郷町体育センター    参加者  10人 

○令 2. 9.30   第５ブロック 米原市福祉センター    参加者   21人 

○令 2.10. 2     第２ブロック 草津市野村運動公園    参加者 140人 

○令 2.10. 2   第４ブロック 秦荘運動公園       参加者  85人 

○令 2.10. 6   第２ブロック 栗東市民体育館      参加者 170人 

○令 2.10.10   第２ブロック 野洲市総合体育館     参加者  21人 

○令 2.10.16   第１ブロック 高島市 マキノピックランド  参加者  68人 

○令 2.10.23   第３ブロック 近江八幡市立運動公園   参加者  98人 

○令 2.11. 2   第４ブロック 甲良町保健福祉センター  参加者  52人 

○令 2.11. 4   第２ブロック 湖南市親水公園      参加者 250人 

○令 2.12. 6   第２ブロック 草津市ロクハ公園     参加者 130人 

○令 3. 1.15   第４ブロック 彦根市中老人福祉センター 参加者 120人 

○令 3. 2.17   第２ブロック 守山屋外運動場      参加者  22人 

                             計 1,232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  51カ所  派遣延人数   73人 

５．令和２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 
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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) 老人クラブ介護予防活動支援事業補助金 

(3) 老人クラブ生活支援サポーター養成事業補助金 

 


