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  平成 25年度一般財団法人滋賀県老人クラブ連合会事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

老人クラブは、戦後の荒廃した社会にあって、多くの先輩たちの「老後の幸せ

は自らの手で創り出そう」との高い志の下に全国各地で結成され、滋賀県老人

クラブ連合会も昭和 37年に設立されました。 

 

私たち滋賀県老人クラブ連合会の仲間は、これまでも高齢者を取り巻く社会

環境の変化を認識しつつ、「健康･友愛・奉仕」の全国三大運動を柱に、多彩な

活動に取り組んできました。 

 

人口の減少とともに少子高齢化が一層進む今日、これからの超高齢社会を

迎える中で、高齢者が住み慣れた地域で健やかに暮らし､互いに助け合って、

いつまでも活躍できる環境を作り上げていくことが重要となってきており、地域に

おける高齢者の役割はますます大きく、老人クラブの諸活動に対する期待も高

まっています。 

 

  しかしながら、近年の会員数の減少傾向など、我々を取り巻く環境は厳しいも

のがあり、引き続き地域社会の期待に応える活動を展開していくためには、若

手高齢者や未加入者を会員として迎える取組とともに、休会クラブや解散クラブ

の防止に努め、活動基盤の強化とクラブ活動の活性化を図っていかなければな

りません。 

 

  このような状況の下、これまで半世紀にわたり受け継がれてきた活動に思い

を馳せ、これからも連帯と協働、支え合いの輪を広げながら、「ゆとり」と「うるお

い」と「やすらぎ」に満ちた心豊かな地域社会づくりを目指し、県をはじめ各行政

機関や関係諸団体の協力・支援を得ながら、市町老人クラブ連合会と連携を密

にして積極的に事業を展開していくこととします。 
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Ⅱ 重点事項 

1．健康づくり・介護予防活動の推進 

 2．地域支え合い活動（友愛）の展開 

 3．高齢者相互の連帯と自己実現をめざす活動の場づくり 

4．高齢者の交通事故防止と災害に備えた安全・安心な街づくりの推進 

Ⅲ  実施計画 

 1．役員会議 

(1) 正副会長会議 平成 25年 5月初旬 （年間随時） 

    (2) 理事会  平成 25年 5月下旬、平成 26年 3月下旬 

(3) 評議員会 平成 25年 6月中旬 

   (4) 監事会 平成 25年 5月中旬 

 2．委員会 

    (1)  総務委員会（年間随時） 

    (2)  広報委員会（年間随時） 

    (3) 女性委員会（年間随時） 

 3．第５２回滋賀県老人クラブ大会 

      ・開催日  平成 25年 11月 7日（木） 

      ・場 所    県立文化産業交流会館（米原市） 

 4．創造推進員等研修会 

      ・開催日  平成 25年 7月 11日（木） 

・場  所   県立長寿社会福祉センター 

・内  容    老人クラブ活動の事例研究等 

5．市町等老人クラブ連合会事務局長・担当者会議 

   ・開催日  平成 25年 4月 18日（木） 

・場  所   県立長寿社会福祉センター 

 6．高齢者相互支援活動啓発事業の実施 

◎高齢者相互支援活動研修会 

（県老ク女性委員会研修会合同開催） 
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・開催日   平成成 25年 12月 10日（火） 

・場 所    県立長寿社会福祉センター大教室 

◎高齢者相互支援活動研修会（地域開催） 

・開催日  平成 25年 7月以降 

・場 所    希望する市町老ク連またはブロックを会場に共同で開催 

 7．高齢者健康づくり支援事業の実施 

  (1) 健康づくり推進員活動事業 

      健康づくり教室、料理教室等の出前講座 

  (2) ニュースポーツ講習会 

     ◎全体会 

・開催日 平成 25年 7月 11日（木） 

・場 所  県立長寿社会福祉センター体育室 

・内  容  ニュースポーツの競技方法の説明および実技等の講習 

・参加対象 市町老ク連が推薦するリーダー 

    ◎地区別講習会 

・開催日  平成 25年 6月上旬～12月中旬 

・場 所    県内 5～10ケ所 

・内  容   ニュースポーツの競技方法の説明および実技等の講習 

8．広報紙の発行 

◎「いきいき近江」の発行  

      年 1回発行の予定。 

◎情報紙の発行 

   主に単位老人クラブへの情報伝達を目的に年 2回発行の予定 

9．ホームページの活用促進 

   平成 22 年度に開設したホームページの機能を充実､強化して、利用の促

進を図る。 
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10．「豊熟シニアの主張」の募集 

     ・募集期間  平成 25年 7月 1日（月）～8月 30日（金） 

     ・滋賀県老人クラブ大会で入賞者を表彰 

11．老人クラブ傷害保険の加入の促進 

     ・「いきいき近江」および市町老ク連会報紙面に広告を掲載し、普及およ

び加入の促進を図る。 

12．会員章の普及促進 

   老人クラブ活動の発展と連帯のシンボルとして、会員章の普及を図る。 

13．関係諸団体の会議・催事に参加、協力、連携    

14．市町等老人クラブ連合会の実施する事業への助成 

◎介護予防活動支援事業補助金 

◎一括交付金（市町老ク連活動費助成交付金） 

◎若手会員加入促進事業等交付金 

15．全国老人クラブ連合会主催の会議・研修会への参加 

    (1)  第 42回全国老人クラブ大会 

         ・開催日  平成 25年 10月 1日（火）～2日（水） 

         ・場 所    岩手県盛岡市 

         ・参加予定  各市町老ク連１名程度 

    (2)  都道府県・指定都市老人クラブ連合会会長会議 

         ・開催日  平成 25年 12月 3日（火）～4日（水） 

    (3)  都道府県・指定都市老人クラブ連合会職員研修会 

     ・開催日   平成 25年 4月 17日（水） 

(4)  都道府県・指定都市老人クラブ連合会事務局長会議 

     ・開催日  平成 25年 6月 24日（月）～25日（火） 

平成 26年 2月 4日（火） 
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(5) 評議員会 

         ・開催日  平成 25年 5月 30日（木）  

平成 26年 3月 7日（金） 

   (6)  女性委員会総会 

         ・開催日  平成 25年 5月 23日（木） 

   (7)   都道府県・指定都市老人クラブ連合会中央セミナー 

         ・開催日  平成 25年 6月 3日（月）～4日（火） 

   (8)  健康づくり中央セミナー  

         ・開催日  平成 26年 11月 20日（水）～22日（金） 

   (9)  女性リーダーセミナー 

         ・開催日  平成 25年 11月 25日（月）～26日（火）   

    (10)  友愛セミナー全国交流集会 

         ・開催日  平成 26年 1月 16日（木）～17日（金） 

 16．近畿老人クラブ連絡協議会の会議、研修会への出席 

   （1） 老人クラブリーダー研修会 

         ・開催日    平成 25年 6月 6日（木）～7日（金） 

         ・場 所    京都府宮津市 

         ・参加予定  15名 

   （2） 老人クラブ連合会会長・事務局長会議 

         ・開催日    第１回  平成 25年 4月 26日（金） 京都府 

                    第２回  平成 25年 8月上旬 神戸市 

           第３回  平成 26年 2月中旬 滋賀県 


