
平成２４年度事業報告書 
 

 

１ 全国三大運動と地域活動の推進 

（１） 健康を進める運動の推進 

○ 健康づくり支援事業の実施 

    ①実行委員会の開催 

第１回実行委員会 

［期日・会場］ 平成２４年６月２７日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［出 席 者］ 委員８名（出席者６名）事務局３名 

    ［協議事項］  １ 委員長、副委員長の互選について 

２ 平成２４年度健康づくり推進員の取り組みについて 

            ３ 平成２４年度健康づくり支援事業計画について 

            ４ 講義「健康づくり・介護予防リーダー研修会に向けて」 

               講師 鳥取大学医学部 社会医学講座 病態運動学分野 

                   准教授・医学博士 加藤 敏明 氏 

     第２回実行委員会 

    ［期日・会場］ 平成２５年１月２４日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

    ［出 席 者］ 委員８名（出席者６名）事務局３名 

    ［協議事項］  １ 平成２４年度健康づくり支援事業報告について 

            ２ 平成２５年度健康づくり支援事業（案）について 

            ３ 講義「健康ウォーキング効果と活用」について 

               講師 鳥取大学医学部 社会医学講座 病態運動学分野 

                   准教授・医学博士 加藤 敏明 氏 

②平成２４年度健康支援事業「高齢者の『健康ウォーク』推進事業」 

    ［モデル市町村］ 若桜町・三朝町・伯耆町 

［各モデル地区での活動］      実施回数  延べ参加者数  新規加入数 

 若桜町               １回    １０８人     ５人 

 三朝町               １回     ３０人     ０人 

伯耆町               ５回    ２４５人     １人 

  合  計                   ３８３人     ６人 

［取組状況］ 

      植物ガイドをしてもらいながらのウォーキングの開催や若手委員会が企画して 

ウォーキングを開催。のぼりやビブスを着用し老人クラブの活動のＰＲや会員の 

加入促進を図った。また、健康づくり推進員の協力を得ながら開催した。 

    ③平成２４年度健康づくり・介護予防リーダー研修会 

［期日・会場］ 平成２４年８月６日（月）７日（火）琴浦町：「まなびタウンとうはく」 

［参 加 者］ 平成２４年８月６日：３８名、７日：３２名（修了証書授与者２８名） 

 

 



［概   要］（１日目） 

        １ 講義①「老人クラブの現状と活性化への取り組み」 

             「老人クラブ傷害保険のご案内」 

               県老ク連 事務局 

        ２ 講義②「健康長寿に向けての健康体力の強化」 

               鳥取大学医学部 社会医学講座 病態運動学分野 

                 准教授・医学博士 加藤 敏明 氏 

        ３ 実 技「いきいきクラブ体操」・「簡単なレクリエーション」 

               県老ク連 健康づくり推進員の皆さん 

      （２日目） 

        １ 実 技「やってみよう！覚えてみよう！伝えてみよう！」 

               県老ク連 健康づくり推進員の皆さん 

        ２ 実践発表 各グループに分かれ「いきいきクラブ体操」 

               グループ発表 

        ３ まとめ  鳥取大学医学部 社会医学講座 病態運動学分野 

                 准教授・医学博士 加藤 敏明 氏 

 ○健康づくり推進員（７名）による指導 各市町村への指導 ６回 

 ○「いきいきクラブ体操」の普及  研修会や指導者養成講習会等で実施 

 ○「高齢者の体力測定」の協力   修立地区での実施の協力 

 

  （２）「チャレンジ！地域の元気づくり事業」の実施（モデル老連） 

     ○境港市ことぶきクラブ連合会 

      「元気な高齢者の集い」として、ニュースポーツ大会の実施。 

      参加者：２０２人 

     （健康増進を図り、交流の場となった。ＴＶで放映され、広く活動のＰＲができ、新規の会員 

      加入に繋がった。） 

     ○八頭町老人クラブ連合会 

      「世代間交流事業として、昔手作り遊びや地域の歴史探訪、地域児童とのふれあいグラウン 

ドゴルフ、郷土に伝わる料理を通じて高齢者と小学生の交流を行った。 

      参加者：延べ人数 １，６４２人 

     （竹とんぼや空気鉄砲作りの昔遊びを通じて、子どもと高齢者が一つになり地域に溶け込んだ 

活動ができ、老人クラブの活動のＰＲにもなった） 

 

  （３）「在宅福祉を支える友愛活動」の推進 

     ～１クラブ １友愛チームづくりの推進 話し相手～ 

     地域に出かけ高齢者世代相互の連携と相互のきずなを深め、在宅の高齢者に対する友愛活動 

    の推進に努めた。市町村への情報提供と資料の配布。 

 

 

 

 



（４）加入促進・楽しい仲間づくりの推進 

① 若手委員会の開催（３回） 

     第１回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２４年７月１７日（火）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出 席 者］ 委員１０名（出席者８名）会長 県長寿社会課 事務局２名 

    ［協議事項］  １ 定款等の改正について 

            ２ 委員長・副委員長の選任について 

３ 平成２３年度若手委員会事業報告について 

            ４ 平成２４年度事業計画内容について 

     第２回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２４年１２月４日（火）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出 席 者］ 委員１０名（出席者９名）県長寿社会課１名 事務局３名 

［協議事項］  １ 平成２４年度市町村の若手委員会の取り組み状況について 

        ２ 平成２４年度若手リーダー研修会の開催について 

        ３ 各市町村の組織化の取り組み状況について 

第３回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２５年２月６日（水）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出 席 者］ 委員１０名（出席者８名）事務局３名 

［協議事項］  １ 平成２４年度市町村老連若手リーダー研修会の開催について 

        ２ 平成２５年度若手委員会事業計画（案）について 

②若手リーダー研修会の開催 

［期日・会場］ 平成２５年２月２２日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［参 加 者］  １７２名（講師・県長寿社会課・事務局含） 

［概   要］ １ 開会挨拶 県老ク連 若手委員会 委員長 小矢野 馨 

        ２ 講  演 「組織の活性化と加入促進は若手リーダーが主役！！」 

               講師：島根県出雲市高齢者クラブ連合会 理事 春日 稔 氏 

        ３ 事例発表 湯梨浜町老連 会長 山下 宣昭 

              境港市ことぶきクラブ連合会 若手委員会 委員長 川口 昭一 

               八頭町老人クラブ連合会 会長 山﨑 洋一 

               県老ク連女性委員会 委員長 相見 寿子 

        ４ 意見交換・まとめ 島根県出雲市高齢者クラブ連合会 理事 春日稔 氏 

        ５ 閉会挨拶 県若手委員会 副委員長 村上 征男 

 

（５）「老人の日・老人福祉週間」（９月１５日～２１日）の運動推進 

    ①全国三大運動の健康・友愛・奉仕をはじめ、世代間交流など幅広い活動がおこなわれ、また 

９月２０日の「社会奉仕の日」の実施についても、全県一斉に奉仕活動を展開した。 

      美化活動      参加クラブ数  １１４ 参加会員数 ４，１６３名 

      環境にやさしい活動 参加クラブ数   ４３ 参加会員数 １，２７４名 

    ②６月１３日小さな親切運動「日本列島クリーン大作戦」への参加 

      岩美町 ６０名・琴浦町 ６６名 

 



  （６）老人クラブ「社会奉仕運動」の推進 

    ○各地域の状況に合わせた取り組み 

 

（７）世代間交流活動（次世代育成支援）の推進 

     ～老人クラブの子育て支援～ 

    ①地域見守り運動の推進（各市町村での地域見守りシルバーパトロール隊等） 

    ②地域の文化・伝承芸能などの伝承活動の推進 

 

（８）安全活動（防災・防犯・交通安全・事故防止）の推進 

     ～安心安全な住みよいまちづくり～ 

    ①「交通安全協力者」の委嘱（委嘱 ３５７名） 

②交通安全協力者研修会への参加（主催：鳥取県くらしの安全推進課） 

   平成２４年１０月３０日（火）イナバ自動車学校（東部） 

   平成２４年１１月１６日（金）鳥取県中央自動車学校（中部） 

   平成２４年１１月２９日（木）山陰中央自動車学校 （西部） 

  

  ２ 指導者の養成と老人クラブの育成 

  （１）地域支え合い事業（地区別研修会）の開催 

 [東部地区] 平成２４年１１月１５日（木）鳥取市：県民ふれあい会館    参加者３１８名 

  [中部地区] 平成２４年１１月２８日（水）倉吉市：県立倉吉体育文化会館  参加者２１３名 

  [西部地区] 平成２４年１０月２４日（水）米子市：米子コンベンションセンター 参加者２５６名 

[内  容] 行政説明「今後の老人クラブに期待される役割」 

        鳥取県福祉保健部長寿社会課 地域支え愛推進室 室長 金涌 文男 

      事例発表「老人クラブ支え愛活動支援モデル事業」モデル市町村 

        琴浦町高齢者クラブ連合会 会長 北野  昇 

        伯耆町老人クラブ連合会 会長 竹中 一郎 

        智頭町早瀬集落振興協議会 元会長 長石 昭太郎 

        安来市新十神自治会 寿会新十神クラブ 会長 山﨑 丈治 

      講 演「これからの地域福祉の課題と老人クラブに期待される役割」 

         講師 鳥取大学地域学部地域政策学科 准教授 竹川 俊夫 氏 

      講 演「老人クラブ」と「地域支え合い」 

         講師 鳥取短期大学 准教授 井手添 陽子 氏 

 

（２）男女共同参画のクラブづくりの推進 

    ①女性委員会活動の推進 

   ア.役員登用の促進 

   イ.研修会への女性参加の拡大 

       ②女性リーダー研修会の開催 

  [期日・会場]  平成２４年７月１１日（水）鳥取市：さざんか会館 

  [参 加 者]    １６７名 

 



  [概    要]  １ 講 演 テーマ「人生のうま味は加齢とともに！」 

      講師 鳥取県図書館協会 会長 山田  晋 氏 

             ２ 簡単なレクリエーション 県老ク連 活動推進員 長石 三恵 

             ３ 女性委員会活動報告   県老ク連 女性委員長 相見 寿子 

             ４ 活動発表 テーマ『「健康・友愛・奉仕」の全国三大運動をとおして 

                        ～女性委員としての役割』 

              （発表者）鳥取市老連河原支部 女性委員長 猪口 里子 

                   鳥取市老連鹿野町支部   理事 小林 綾子 

               【全体のまとめ】県老ク連 女性委員会委員 本多 享子 

５ 閉 会 挨拶 県老ク連 女性委員 松本 富美子 

≪歌≫『ふるさと』 

  [期日・会場]  平成２４年７月３日（火）倉吉市：倉吉体育文化会館 

  [参 加 者]    １０１名 

  [概    要]  １ 講 演 テーマ「最近の子どもから見た現代社会」 

               講師 認定こども園鳥取短期大学附属幼稚園鳥取短期大学附属保育園 

                    園長 中嶋 邦彦 氏 

             ２ 簡単なレクリエーション 県老ク連 活動推進員 長石 三恵 

             ３ 女性委員会活動報告   県老ク連 女性委員長 相見 寿子 

               ４ 活動発表 テーマ『「健康・友愛・奉仕」の全国三大運動をとおして 

                        ～女性委員としての役割』 

              （発表者）湯梨浜町老連 副会長 会見 祐子 

                    北栄町老連   会長 田中 陽子 

５ 閉 会 挨拶 県老ク連 女性委員会副 委員長 知久馬 二三子 

≪歌≫『ふるさと』 

[期日・会場]  平成２４年７月１９日（木）米子市：ふれあいの里 

  [参 加 者]    １５３名 

  [概    要]  １ 講 演 テーマ「心豊かに生きる」 

       講師 大山町教育委員会 委員長 山根  浩 氏 

             ２ 簡単なレクリエーション 県老ク連 活動推進員 長石 三恵 

              ３ 女性委員会活動報告   県老ク連 女性委員長 相見 寿子 

             ４ 活動発表 テーマ『「健康・友愛・奉仕」の全国三大運動をとおして 

                        ～女性委員としての役割』 

               （発表者）大山町老連 副会長 野間 富子 

                    江府町老連 女性委員長 下垣 恭子 

              ５ 閉 会 

               挨拶 県老ク連 女性委員会 副委員長 栗木 啓子 

≪歌≫『ふるさと』 

③モニター活動の実施 

     ○地域課題として今まで取り組んだモニター調査結果が、クラブ活動に活かされたかのアンケ 

ート調査による検証「これまで取り組んだモニター調査」（回答者２３５人） 

 



      ・公共交通の不便な地域の高齢者の外出（平成２０年度） 

      ・悪質商法等の被害防止（平成２１年度） 

      ・ひとり暮らしの生活を支える友愛活動（平成２２年度） 

    ④女性委員会２０周年記念誌の作成 

 

   （３）若手リーダー研修会（再掲） 

 

（４）環境リサイクル事業研修会の開催 

[期日・会場]   平成２４年８月９日（木）倉吉市：倉吉体育文化会館 

  [参 加 者]    ４３名 

  [概    要]  １ 講 演「鳥取県の一般廃棄物の現状とごみ減量リサイクルの実践」 

                   ～ みんなで取り組む４つのＲ ～ 

講師 鳥取県生活環境部循環型推進課 

    衛生技師 戸野 菜保子 

             ２ 実 習 グループに分かれて実習 

３ 質疑・まとめ  講師 鳥取県生活環境部循環型推進課 

                           衛生技師 戸野 菜保子 

     [モデル市町村] 智頭町・北栄町・江府町 

    [参加人数]  延べ人数 １４５名 

    [活動報告]  研修会では、生ごみの減量化・環境活動への意識啓発を目的として、鳥取県の 

一般廃棄物の現状とごみ減量リサイクルを学習し、実際に段ボール箱を使った堆 

肥づくりを行った。 

 

（５）活動活性化助成事業の推進 

    ①「健康づくり・介護予防活動」に関する事業   ６老連 

    ②「地域支え合い活動」に関する事業       ６老連 

    ③「会員加入促進活動」に関する事業       ７老連 

    ④新規加入会員                ９８クラブ 

新規クラブ設置助成事業            ２クラブ 

 

  （６）活動推進員個別指導の実施 

      活動推進員 ６回 

 

  （７）全老連との連携研修、研修会等への参加 

①全老連創立５０周年記念全国老人クラブ大会  

  [期日・会場] 平成２４年１０月４日（木） 

            東京都：日比谷公会堂 

 [派遣人員等] １名 参加者（会長） 

 

 

 



  [概   要] （第１部）式典 

             天皇陛下おことば 

    表彰 

             来賓祝辞 

（第２部） 

    記念講演「いま、日本に求められるもの」 童門 冬二先生 

             大会宣言 朗読 東京都 永井 愛子 

             震災復興応援旗贈呈 被災地４県市老連会長 

          次回大会開催地挨拶 岩手県老連 

②中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会 

 [期日・会場] 平成２４年７月５日（木）～６日（金）徳島県：鳴門市 

 [派遣人員数]   ２０名 参加者（鳥取市２名、米子市５名、倉吉市１名、境港市１名、 

                     若桜町２名、北栄町１名、琴浦町１名、伯耆町１名、 

                     大山町１名、江府町１名、会長、事務局１名） 

 事例発表者：加川重之（伯耆町）、助言者：門脇眞澄（境港市）） 

 [概    要] １ 基調報告「老人クラブ５０年－仲間づくりを原点に」 

                  「老人クラブ傷害保険について」 

全老連 事務局長 齋藤 秀樹 

            ２ 分科会（活動事例発表・討議） 

              第１分科会「健康づくり・介護予防活動の推進」 

              第２分科会「地域支え合い活動の推進と老人クラブの役割」 

              第３分科会「若手高齢者の活動実践と加入促進」 

              第４分科会「高齢者による安心・安全なまちづくりの推進」 

            ３ 講演 「地域の協働と共創で住み続ける地域づくり」 

                  ＮＰＯ法人こやだいら 理事長 阿部 義則 

            ４ 全体会・講評（各分科会報告・質疑応答・とりまとめ） 

③第２４回老人クラブ女性リーダーセミナー 

 [期日・会場] 平成２４年１１月８日（木）～９日（金）東京都 

 [参 加 者]    １名（女性委員長） 

 [概    要] １ 基調報告（１）「老人クラブ５０年～活性化と女性委員会の役割」 

                      全老連 事務局長 齋藤 秀樹 

（２）「老人クラブ傷害保険」全老連 保険係 小野 喜彦 

２ 事例発表「生活モニター活動の推進と女性リーダーの育成」 

①京都府老連 副会長・女性委員長 平野 純子 

                      ②鳥取県老連 理事・女性委員長  相見 寿子 

３ 情報交換・グループ協議 

   「これからのクラブづくりにおける女性リーダーの役割」 

４ 講  演「これからのクラブづくりにおける女性リーダーへの期待」 

                   前日本福祉大学 教授 中川 晴夫 氏 

           ５ 全 体 会 

 



   （８）健康と生きがいづくりのための催物等の開催・参加 

     ①高齢者健康運動会（東・中・西部 ３地区開催 県社協主催） 

   [期日・会場]  平成２４年１０月 ４日（木）鳥取市：県民体育館 

   [期日・会場]  平成２４年１１月 ２日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

   [期日・会場]  平成２４年 ９月１４日（金）米子市：米子産業体育館 

     ②県民総合福祉大会（実行委員会主催） 

   [期日・会場]  平成２４年 ９月 ７日（金）米子市：コンベンションセンター 

 

３ 関係機関・団体との連携・連絡調整 

    （１）全老連・ブロックとの連携 

     ①全老連理事会・評議員会 

      第１０１回評議員会 

   [期日・会場]  平成２４年５月３１日（木）東京都 

   [出 席 者]   １名（会長） 

      第１０２回評議員会 

   [期日・会場]  平成２４年１２月７日（金）東京都 

   [出 席 者]   １名（会長） 

第１０３回評議員会 

   [期日・会場]  平成２５年３月５日（火）東京都 

   [出 席 者]   １名（会長） 

②全老連女性委員会 

      第３９回全老連女性委員会総会 

   [期日・会場]  平成２４年５月２２日（火）東京都 

   [出 席 者]   １名（女性委員長） 

      第４０回全老連女性委員会総会 

   [期日・会場]  平成２４年１１月９日（金）東京都 

   [出 席 者]   １名（女性委員長） 

③都道府県・指定都市老連会長会議 

   [期日・会場]  平成２４年１２月６日（木）～７日（金）東京都 

   [出 席 者]   １名（会長） 

   [概   要］  １ 基調講演「全老連創立５０周年記念大会を終えて」 

                      全老連会長 斎藤 十朗 

               ２ 事務局説明 

①新たな活性化策について 

                ②全老連事業計画の重点・活動目標について 

                 ③全老連分担金について 

                ④活動資金等造成計画（会員章）について 

３ 活動発表・意見交換 

                「老人クラブの活性化と組織強化に向けた取り組みについて」 

                     埼玉県老連会長・鹿児島県老連会長 

                     横浜市老連会長・滋賀県老連副会長・女性委員長 



              ４ 講  演「高齢社会における老人クラブの役割と期待」 

                      厚生労働省老健局長 原 勝則 氏 

５ 全体協議 

④都道府県・指定都市老連事務局長会議 

     第１回 

  [期日・会場]   平成２４年６月２１日（木）～２２日（金）東京都 

  [出 席 者]     １名（事務局長） 

 

  [概   要]   １ 基調説明「当面する課題・対応について」 

                 全老連 事務局長 齋藤 秀樹 

２ 東日本大震災被災老連発表 

                ①岩手県老連事務局長 

                 ②宮城県老連事務局長 

                ③仙台市老連事務局長 

                ④福島県老連常務理事 

  ３ 事例発表 

                 ①加入促進とクラブ活性化の取り組みについて（横浜市）   

②若手委員会の取り組みについて（京都府） 

③老人クラブ傷害保険の普及について（大阪府） 

               ４ 分散会 

５ 報告事項 

               ６ 厚生労働省説明 

７ 全体会 

     第２回 

  [期日・会場]   平成２４年２月１３日（水）東京都 

  [出 席 者]  １名（事務局長） 

  [概   要]    １ 厚生労働省説明 

               ２ 全老連説明 

（１）平成２５年度事業計画・予算について 

                （２）第４２回全国老人クラブ大会開催について 

               （３）分担金について 

               （４）活動資金造成計画（会員章）について 

               （５）老人クラブ保険の普及について 

３ 報告事項 

              ４ 全体会 

⑤中国ブロック県・指定都市老連連絡協議会 

 [期日・会場]   平成２４年４月２４日（火） 

島根県：「松江東急イン」 

  [出 席 者]     ６名（会長・副会長・女性委員長・事務局長・事務局２名） 

  [概    要]   １ 中央情勢説明 全老連 事務局長 齋藤 秀樹 

              ２ 協議 ①情報交換・協議 



                   ②平成２４年度事業計画・予算について 

                   ③提出議題について 

・女性委員会の今後の活動の方向について 

                ・友愛活動の取り組みについて 

                    ・基金運用の祭の会計処理について 

                    ・創立５０周年記念事業について 

                    ・会員加入促進の取り組み状況について 

                    ・一般地域高齢者の会員加入促進の方策について 

                    ・公益法人移行後の公益目的事業をはじめとした事業の体系・ 

                    内容について 

                    ・組織運営面等で、自主財源確保するための具体的に工夫して 

                    いる方策について 

                    ・県補助金の額について 

                    ・全老連の役員等の改選について 

              ３ 交流会 

 

（２）県内関係機関・団体との連携 

    ①市町村老人クラブ連合会事務局担当者会議の開催 

  ［期日・会場］  平成２４年４月１８日（水）倉吉市：倉吉体育文化会館 

  ［出 席 者］ 市町村１５名・県長寿社会課１名・事務局３名 

  ［協   議］  １ 行政説明 

２ 平成２４年度事業計画・予算について 

３ その他 

・公益法人への移行について 

・県老ク連愛称報告「わかとりクラブ鳥取」に決定 

・震災支援について 

    ②その他関係機関・団体との連携 

    ・各種委員会への出席 延べ２４回 

    ・北方領土返還要求運動（署名協力） １９市町村に協力 

 

（３）制度・施策予算対策運動の実施 

    ①県内予算対策運動の実施 

     ○県社会福祉制度・予算等に対する要望行動・要望書 

        平成２４年９月 ４日（火）県議会議長要望、県福祉保健部長要望 

平成２５年１月１１日（金）制度・予算要望 

 

  ４ 調査研究・普及啓発事業 

    （１）調査研究事業 

      ①全国女性委員会モニター調査・活動（地域別課題）の実施（再掲） 

       鳥取県内２５０人を対象に調査 

        テーマ「ひとり暮らしの高齢者の生活について」（鳥取県版） 



（２）普及啓発事業 

      ①「県老連だより」の発行 年１回・１０，０００部 

②各種事業等の報道機関への情報提供  

③全老連広報紙の配布（年１２回発行・全老連から市町村老連へ配布） 

      ④全老連へ老人クラブ活動に関わる新聞記事提供 

 

  ５ 老人クラブ保険・活動資料等の普及配布 

   （１）老人クラブ傷害保険の加入促進 

    鳥取県の加入状況 加入人数 ２，４１８人（△５１４） 

 

   （２）活動資料等の普及配布 

     ①会員章の普及 

     ②老人クラブ手帳、日誌、会計簿等、高齢者向け体力測定（ハンドブック・記録用手帳） 

     ③いきいきクラブ体操（テープ・ビデオ） 

 

６ 法人・組織の運営 

   （１）役員会等の開催 

     ①第１回 理事会 

［期日・会場］  平成２４年５月１４日（月）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［出席の状況］  理事現在数１１名（出席者１１名）監事１名・事務局３名 

［議   案］  議案第１号 平成２３年度事業報告書、貸借対照表、財産目録及び各会計 

収支決算書の承認について 

― 監査報告 ― 

              議案第２号 任期満了に伴う理事及び監事の選任について 

      [審議の結果]  議案第１号 原案どおり可決 

              議案第２号 任期満了に伴う理事及び監事の選任について 

               理事の定数１１人⇒１３人（学識経験者２名増） 

      [報告事項]   (1)各種委員会委員の選任について 

                (2)平成２５年度中国ブロック連絡協議会の開催について 

               (3)鳥取県老人クラブ連合会創立５０周年について 

第２回 理事会 

［期日・会場］  平成２４年５月２４日（木）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出席の状況］  理事現在数１１名（出席者６名 委任状１名）事務局４名 

［議   案］  議案第１号 会長、副会長及び常務理事の選任について 

               会 長  今岡 祐一（米子市） 

               副会長  本部 享司（鳥取市） 

               副会長  岩本 勝明（倉吉市） 

               副会長  門脇 眞澄（境港市） 

               常務理事 小林 裕幸（学識経験者） 

 

 



県との意見交換会 

［期日・会場］  平成２４年１０月９日（火）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［出席の状況］  理事現在数１１名（出席者１１名）事務局３名 

 

［内   容］  １ 鳥取県事業棚卸し評価委員会の状況報告について 

          ２ 市町村老人クラブ連合会及び単位クラブに関するアンケート 

           結果報告について 

          ３ 鳥取県事業棚卸し「廃止」提言及び今後の老人クラブのあり方 

            に関する意見交換について 

県老ク連打ち合わせ会 

［期日・会場］  平成２４年１０月９日（火）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［出席の状況］  理事現在数１１名（出席者１１名）事務局３名 

［内   容］  １ 公益社団法人化へ向けて 

第３回 理事会 

［期日・会場］  平成２５年３月１４日（水）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［出席の状況］  理事現在数１２名（出席者１２名）事務局３名 

    ［議   案］  議案第１号 平成２４年度収支補正予算（案）について 

                議案第２号 平成２５年度事業計画（案）について 

                議案第３号 平成２５年度収支予算（案）について 

         議案第４号 県老ク連監事の選任について 

［審議の結果］    議案第１～４号 原案どおり可決 

［報   告］    公益法人への移行について 

［その他］    ①県老ク連５０周年について 

  ②第１回 総 会               

   ［期日・会場］  平成２４年５月２４日（木）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出席の状況］ 会員数１９名（出席者１７名・委任状１名・欠席１名）監事１名・事務局３ 

   ［議   案］  議案第１号 平成２３年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産 

目録の承認について 

  ― 監査報告 ― 

       議案第２号 県老ク連定款等の改正について 

               議案第３号 任期満了に伴う理事及び監事の選任について 

［審議の結果］  議案第１～３号 原案どおり可決 

［その他］     (1)各種委員会委員の選任について 

第２回 総 会         

［期日・会場］  平成２４年３月２１日（木）倉吉市：倉吉体育文化会館 

   ［出席の状況］  会員数１９名（出席者１３名・委任状３名・欠席３名）事務局３名 

   ［議   案］    議案第１号 平成２４年度収支補正予算（案）について 

               議案第２号 平成２５年度事業計画（案）について 

                議案第３号 平成２５年度収支予算（案）について 

               議案第４号 県老ク連監事の選任について 

   ［審議の結果］  議案第１～４号原案どおり可決 



      ［報   告］  (1)公益法人への移行について 

   ［その他］    (1)県老ク連５０周年について 

③監事会の開催         

   ［期日・会場］ 平成２４年５月１１日（金）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［出席の状況］   定数２名（出席者２名）会長・事務局３名  

［監査事項］ １ 平成２３年度事業実施状況について 

       ２ 平成２３年度貸借対照表及び財産目録について 

       ３ 平成２３年度貸借対照表及び財産目録について 

④企画委員会の開催 

    ［期日・会場］  平成２４年８月２日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   ［出席の状況］   定数６名（出席者５名 １名欠席）会長・事務局２名 

   ［協議事項］ １ 委員長・副委員長の選任について 

２ 平成２４年度地域支え合い事業（地区別研修会）について 

３ 鳥取県老人クラブ連合会の各事業について 

⑤女性委員会の開催 

第１回女性委員会 

［期日・会場］ 平成２４年６月４日（月）倉吉市：倉吉体育文化会館 

[出席の状況]  定数９名（出席者８名）事務局３名 

[委員長・副委員長] １ 委員長・副委員長の選任について 

［報告事項］      １ 全老連女性委員会総会報告について 

                 ２ 生活モニター活動について 

［協議事項］       １ 平成２４年度地区別市町村老連女性リーダー研修会について 

            ２ 女性委員会２０周年事業について 

第２回女性委員会 

［期日・会場］ 平成２４年１１月２０日（火）倉吉市：倉吉体育文化会館 

[出席の状況]  定数９名（出席者９名）事務局２名 

［報告事項］      １ 全老連女性委員会総会報告について 

［協議事項］       １ 平成２４年度地区別市町村老連女性リーダー研修会の反省について 

           ２ 生活モニター活動について 

          ３ 女性委員会２０周年事業について 

第３回女性委員会 

［期日・会場］ 平成２５年２月１９日（火）倉吉市：倉吉体育文化会館 

[出席の状況]  定数９名（出席者９名）事務局３名 

［協議事項］       １ 平成２５年度女性委員会事業計画（案）について 

           ２ 全老連女性委員会２０周年記念事業について 

          ３ いきいきセミナーの開催について 

          ４ 「女性委員会のあゆみ第２集」について 

⑥広報委員会の開催 

      第１回広報委員会 

   [期日・会場]   平成２４年７月２７日（金）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   [出席の状況]  定数７名（出席者７名）会長・事務局３名 



   [協議事項]    １ 委員長・副委員長の互選について 

２ 「県老連だより第２８号」発行について 

３ 今後の日程について 

      広報委員会委員長・副委員長打ち合わせ会 

   [期日・会場]    平成２４年８月１０日（金）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   [出席の状況]     出席者２名 事務局１名 

   [協議事項]   「県老連だより第２８号」規格等について 

第２回広報委員会 

   [期日・会場]    平成２４年９月１０日（月）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   [出席の状況]    定数７名（出席者６名 欠席者１名）事務局３名 

   [協議事項]    １「県老連だより第２８号」発行について 

               ２ 今後の日程について 

第３回広報委員会 

   [期日・会場]    平成２４年１０月１８日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   [出席の状況]    定数７名（出席者７名）事務局３名 

   [協議事項]    １「県老連だより第２８号」原稿校正について 

               ２ 平成２５年度事業計画について 

 

（２）公益法人改革の推進・検討 

【県の相談会】 

      [期日・会場]  平成２４年１２月５日（水）鳥取市：県公益法人・団体指導課 

   [出席の状況]   出席者２名 

   [協議事項]    公益法人認定申請に向けて 

    【研修会への参加】 

  ①[期日・会場]  平成２４年７月２３日（水）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   [出席の状況]  事務局２名 

   [概    要]   公益法人会計実務研修会 

 ②[期日・会場] 平成２５年１月１６日（水）鳥取市：法務局 

   [出席の状況]  事務局１名 

   [概    要]   特例民法法人の移行にかかる登記の申請手続きに関する説明会  

  

（３）ホームページの充実・情報公開 

      ホームページの充実 

 

  （４）基金の運用・財源確保 

①シルバー基金管理運営委員会第１回運営委員会 

[期日・会場]   平成２４年１２月６日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

[出席の状況]  定数１０名（出席者８名）事務局４名 

[検討事項]   １ 委員長・副委員長の互選について 

        ２ 公益法人化に向けての基金のあり方について 

        ３ シルバー基金の果実の運用について 



②シルバー基金の効果的運用 国債運用（H21.9.20～H31.9.20） 

③自主財源確保 

老人クラブ傷害保険加入促進、会員章、老人クラブ手帳、日誌、会計簿の普及等 

 

（５）表彰・感謝 

【県老ク連会長表彰】 

     ○功労表彰 

   [審査・期日会場]  平成２４年５月１４日（月）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   [表彰・期日会場]  平成２４年９月 ７日（金）米子市：米子コンベンションセンター 

   [受 賞 者]     会長表彰 個人１１名 団体２団体 

【全老連会長表彰】 

   [期日・会場]    平成２４年１０月４日（木）東京都：日比谷公会堂 

   [表   彰]     優良老人クラブ連合会表彰 １団体 

[受 賞 者]     こしき友の会（伯耆町） 

【厚生労働大臣表彰】 平成２４年１０月４日（木）東京都：日比谷公会堂 

   [表   彰]     育成功労者表彰 ２名  

[受 賞 者]     高  澄子（元県老ク連会長） 

           漆原 勝時（元八頭町老連会長） 

[表   彰]     優良単位クラブ表彰 （団体） 

[受 賞 者]     浦安南万寿会（琴浦町） 

【活動賞】優良事例の推薦 ３件 

「ボランティア活動部門」 ・米子市老人クラブ連合会（米子市） 

                  ・高松町老壮クラブ連合会（境港市） 

                  ・網代あけぼの会 老人クラブ（岩美町） 

 


