
平成２５年度事業報告書 

                             公益社団法人 鳥取県老人クラブ連合会 

 

１ 全国三大運動と地域活動の推進 

（１） 健康づくり・介護予防活動の推進 

①「各市町村での健康ウォーキング」の普及促進 

②健康づくり推進員（７名）の活用 

③「ねたきりゼロ」１０ヶ条の普及 

④「いきいきクラブ体操」の普及 

⑤「高齢者の体力測定」の協力    

⑥シニアスポーツの普及 

⑦介護予防の推進 

（２）地域支え合い事業の推進 

①地域支え合い事業（老人クラブ地区別研修会）の開催 

【東部地区】 

［期日・会場］ 

平成２５年１１月２０日（水） 

鳥取市：県立福祉人材研修センター 

[参加者] ２１９名  

[内 容] 

講演「地域を活かし、地域で生きる」 

     講師 ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会 

          理事長  佐々木 千代子 氏 

   活動発表 ＤＶＤ放映 伯耆町老人クラブ連合会「老人クラブの支え愛活動」 

     米子市老人クラブ連合会 副会長 安田  明 

          若桜町老人クラブ連合会 副会長 上原 幸穂 

     三朝町老人クラブ連合会 副会長 知久馬 二三子 

     【中部地区】 

［期日・会場］ 

 平成２５年１１月２７日（水）倉吉市：倉吉体育文化会館 

[参加者] １６８名 

       ［内 容］ 

講演「地域を活かし、地域で生きる」 

          講師 ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会 

              副理事長 小林 清 氏  

        活動発表 ＤＶＤ放映 伯耆町老人クラブ連合会「老人クラブの支え合い活動」 

         若桜町老人クラブ連合会 副会長 上原 幸穂 

         三朝町老人クラブ連合会 副会長 知久馬 二三子 



   （３）「ひとり暮らしの高齢者などを支える友愛活動」の推進 

      ～1クラブ １友愛チームづくりの推進 話し相手～ 

     ①友愛活動研修会の開催 

［期日・会場］ 平成２６年２月２４日（月）倉吉市：倉吉体育文化会館  

［参加者］ ８９名（講師、事務局含む） 

［内 容］ 

 １ 講  義「一人ひとりが地域を守る支え合い活動」 

                日野ボランティア・ネットワーク 

                コーディネーター 山下 弘彦 氏 

   ２ グループ情報交換 

           テーマ「自分達で何ができるか」 

             グループに分かれてテーマに沿って話し合い、まとめを発表 

       ３ まとめ  日野ボランティア・ネットワーク 

          コーディネーター 山下 弘彦 氏 

 ②市町村への情報提供と資料の配布。 

（４）老人クラブ「社会奉仕活動」の推進 

 ①日常的な奉仕・ボランティア活動の推進 

 ②それぞれのクラブ・地域の状況に合わせた自主的な企画の推進 

（５）世代間交流活動（次世代育成応援）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（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 

（６）環境リサイクル事業の推進 

   ①県が推進している Let’s4R実践活動事業として、米子市老連、琴浦町高連、若桜町老連 

   をモデル市町老連に指定して、生ゴミの減量化やリサイクルの実践活動の普及に努めた。 

   [米子市老連]  

       米子市老連が主体となって生ごみ堆肥づくりを推進し、花作りの肥料としてリサイ 

クル活用することによる生ごみの減量化及び公共施設等に「草花定植プランター」を 

配置し、環境美化を図った。     

     [琴浦町高連] 

       女性委員会が主体となって生ごみの減量化・環境活動への意識啓発を目的とした研修 

会と講演会を開催した。その中で生ごみと段ボールを使った堆肥づくりを実践し、地域 

の人に作り方を広めていった。 

  [若桜町老連] 

      女性委員会が主体となって学習会を４回開催し、生ごみとカーペットを使った堆肥づ 

くりを行って、ごみの減量化に対する一人ひとりの意識を高めた。   

（７）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 

  ②交通安全協力者研修会への参加（主催・鳥取県生活環境部くらしの安心推進課） 



 

２ 老人クラブの育成指導  

（１）新しい仲間づくりの推進 

 ①地域活動リーダー育成研修会の開催 

    [期日・会場] 平成２６年２月１０日（月）倉吉市：倉吉体育文化会館 

      ［参加者］ １７０名 

      ［内 容］ 

 1 講義 

         『平成２４年度事業棚卸しにおける「老人クラブ社会参加活動促進事業」 

          廃止判定とその背景』 

            鳥取大学 地域学部 地域政策学科 

                   教授 小野 達也 氏  

       ２ 事例発表  

鳥取市老人クラブ連合会 若手委員会委員長 山本 充延 

           伯耆町老人クラブ連合会 若手委員会委員長 加川 重之 

           江府町老人クラブ連合会 若手委員会委員長 加持谷 典範 

       ３ 意見交換・まとめ                          

②若手委員会の開催（２回） 

      ○第１回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２５年１２月１３日（金）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［出席者］ 委員１０名 

       ［協議事項］ １ 委員長・副委員長の選任について 

               ２ 平成２５年度地域活動リーダー育成研修会について 

               ３ 各市町村老連若手委員会の組織づくりの推進について 

               ４ 会員増強の取り組みについて 

○第２回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２５年１月３１日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出 席 者］ 委員１０名（出席者９名・欠席１名） 

［協議事項］ 1  平成２５年度地域活動リーダー育成研修会の開催について 

            ２ 平成２６年度若手委員会事業計画（案）について 

            ３ その他 

  （２）男女共同参画のクラブづくりの推進 

    ①女性委員会の開催（２回） 

     ○第２回女性委員会 

［期日・会場］ 平成２６年１月２３日（木）倉吉市：上井公民館 

[出席の状況]  委員９名（出席者６名・欠席３名）事務局３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２５年度いきいきセミナーの報告について 

           ２ 女性委員会２０周年事業記念誌について 

    ②市町村老連や単位クラブの女性の運営（役員）への参画の促進 



    ③男女共同参画のクラブづくりの啓発 

  （３）活動活性化助成事業の推進 

    ①シルバー基金管理運営委員会の開催                  

     ［期日・会場］ 平成２６年１月３０日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

     ［出席の状況］ 委員１０名（出席者７名・欠席３名）事務局３名 

  ［検討事項］  １ 平成２５年度老人クラブ活動活性化助成金の交付について 

             ２ 平成２６年度老人クラブ活動活性化助成事業について 

             ３ シルバー基金管理運営規程の改正について（報告） 

    ②健康づくり・介護予防活動」に関する事業   ３老連 

    ③「地域支え合い活動」に関する事業      ５老連 

    ④「会員加入促進活動」に関する事業      １老連 

    ⑤新規加入会員・新規クラブ設置助成事業     

           新規加入会員       １２０クラブ 

           新規クラブ          ７クラブ 

  （４）個別指導（活動推進員）の推進 

  （５）全老連との連携、研修会等への参加 

    ①第２５回女性リーダーセミナー 

     [期日・会場]  平成２５年１１月２５日（月）～２６日（火） 

東京都：全社協（灘尾ホール） 

  [参 加 者]  ２名（相見女性委員長・知久馬女性副委員長） 

  [概    要] １ 女性委員会設立２０周年記念セレモニー 

２ 基調報告 「会員増強における女性リーダーの役割」 

                      全老連 事務局長 齋藤 秀樹 

３ 講  演 「地域の子育て支援における高齢者の役割」 

          ＮＰＯ法人孫育て・ニッポン理事長 

          「伝えたい！おばあちゃん世代の育児体験記」 

              選考委員 棒田 明子 氏 

４ 事例発表、情報交換「女性会員の加入につながった活動」 

～埼玉県・島根県～ 

           ５ 全 体 会 

     ②第１９回「在宅福祉を支える友愛活動」セミナー 

       [期日・会場]  平成２６年１月１６日（木）～１７日（金）東京都 

       [参加者]   1 名 

       [概 要] （第１日） 

            １ 行政報告 厚生労働省老健局振興課課長補佐  遠藤 征也 氏 

            ２ 基調報告 「『在宅福祉を支える友愛活動』の推進」 

                   全老連理事・事務局長 齋藤 秀樹 

            ３ 活動報告 茨城県水戸市高齢者クラブ連合会 副会長 板越 玲子 氏 

                   横浜市瀬谷区老人クラブ連合会 副会長 笹生 登 氏 

                   大阪府東大阪市加納７丁目末広会会長 篠原 武 氏 



            ４ 情報交換 テーマ「各県の取り組み状況と課題」 

             （第２日）  

            １ 報  告 「老人クラブ傷害保険について」全老連保険係 小野 喜彦 

            ２ 講  演 「海陽町における老人クラブを核とする『地域支え合い』に 

ついて」 

徳島県海陽町社会福祉協議会地域福祉課長 前野 洋子 氏 

            ３ まとめ 

  

  ３ 関係機関・団体との連携・連絡協議 

  （１）全老連・ブロックとの連携 

    ①全老連理事会・評議員会 

     第１０５回評議員会 

     ［期日・会場］ 平成２６年３月７日（金）東京都 

     ［出 席 者］ １名（会長） 

    ②全老連女性委員会総会 

     第４２回全老連女性委員会総会 

     ［期日・会場］ 平成２５年１１月２６日（火）東京都 

     ［出 席 者］ ２名（相見女性委員長、知久馬女性副委員長） 

    ③都道府県・指定都市老連会長会議 

     ［期日・会場］ 平成２５年１２月３日（火）～4日（水）東京都 

     ［出 席 者］ １名（門脇副会長） 

     ［概   要］ １全体会①「政策委員会報告」  

                   全老連会長 齋藤 十朗 

                 ②平成２６年度全老連事業等説明 

             ２講演「高齢者の消費者トラブルを考える」 

                  被害防止と老人クラブへの期待 

                   公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

                    理事長    吉川 萬里子 

             ３活動発表・意見交換 

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

                  福井県老連会長・堺市老人クラブ連合会長                     

             ４女性委員会報告    全老連女性委員会委員長  永井 愛子 

             ５会議の総括 

     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２６年２月 4日（火）東京都 

           [出 席 者]   １名（村山事務局長） 

      [協議事項]   １平成２６年度事業計画・概算予算案について 

             ２老人クラブ「１００万人会員増強運動」（案）の推進について 

             ３平成２６年度分担金について 



             ４老人クラブ傷害保険の普及について 

             ５その他    

     ⑤全国活動推進員担当者研修セミナー   

      [期日・会場]  平成２６年１月１６日（木）～１７日（金）東京都 

           [出 席 者]  1名 

  （２）県内関係機関・団体との連携 

     ①県社会福祉審議会等への出席 

     ②その他関係機関・団体との連携 

  （３）健康と生きがいづくりのための事業の開催 

     ①東部地区高齢者健康運動会 

     ［期日・会場］ 平成２５年１１月７日（木）鳥取市：県民体育館 

  （４）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・予算案に対する行動・要望書 

       平成２５年１２月２０日（金）制度・予算要望 

 

４ 普及啓発事業 

  （１）広報紙や報道機関等への情報提供による情報発信 

     ①「県老連だより」の発行 年１回・２５，０００部（Ｈ２６年３月発行） 

     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） 

  （２）ホームページによる高齢者の情報や研修会等の情報発信 

 

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（Ｈ２６年３月２６日現在） 

      鳥取県の加入状況 加入人数 ２，２３６人 

  （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 

     ③いきいきクラブ体操（ＣＤ・ＤＶＤ） 

     ④老人クラブリーダー必携 

     ⑤高齢者向け体力測定（ハンドブック・記録手帳） 

     ⑥健康ウォーキング（ハンドブック・記録手帳） 

 

６ 法人・組織の運営 

  （１）役員会等の開催 

     ①理事会の開催 

     第１回理事会 

     ［期日・会場］ 平成２５年１２月２５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９名）監事２名・事務局３名 



     ［議   案］ 議案第１号 社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２５年度事業報告及び  

                   計算書類の承認について                    

              議案第２号 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２５年度第１回総 

                   会の開催について 

             議案第３号 規程の制定及び改正について 

             議案第４号 会長の職務を代行する副会長の順位について 

     ［審議の結果］ 議案第１号～３号原案どおり可決 

             議案第４号 第１順位 岩本副会長・第２順位門脇副会長 

                   第３順位 竹内副会長 

     第２回理事会 

     ［期日・会場］ 平成２６年３月１１日（火）鳥取市：県立人材研修センター 

     ［出席の状況］ 現在理事数１２名（出席者８名）監事２名・事務局３名 

     ［議   案］ 議案第１号 平成２５年度補正予算について 

             議案第２号 平成２６年度事業計画及び収支予算について 

             議案第３号 平成２５年度第２回総会の招集について 

             議案第４号 規程の規制及び改正について 

     ［審議の結果］ 議案第１号～第４号原案どおり可決 

     ②総会の開催 

      第１回総会  

     ［期日・会場］ 平成２６年１月１４日（火）倉吉：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名 

     ［議   案］ 議案第１号 社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２５年度事業報告及び 

                   計算書類の承認について 

             議案第２号 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会役員の報酬及び費用弁 

                   償規程の制定について 

             議案第３号 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会理事選任区分に関する 

                   内規の制定について 

     ［審議の結果］ 議案第１～３号原案どおり可決 

     ［報   告］ （１）規程の制定及び改正について 

             （２）会長の職務を代行する副会長の順位について 

             （３）老人クラブに対する平成２６年度予算の概要について 

      第２回総会 

     ［期日・会場］ 平成２６年３月１９日（水）倉吉：倉吉体育文化会館 

     ［出席の状況］ 会員数１９名（出席者１５名・委任状３名・欠席１名）監事０名 

             事務局３名 

     ［議   案］ 議案第１号 平成２５年度補正予算について 

             議案第２号 平成２６年度事業計画及び収支予算について 

             議案第３号 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会理事選任区分に関する 

                   内規の制定について 



     ［審議の結果］ 議案第１～３号原案どおり可決 

     ［報   告］ 規程の制定及び改正について 

     ③監事会の開催 

     ［期日・会場］ 平成２５年１２月１９日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

     ［出席の状況］ 監事２名（出席者２名）・会長・事務局２名 

     ［監査事項］  １ 平成２５年度社団法人鳥取県老人クラブ連合会事業実施状況について 

             ２ 平成２５年度社団法人鳥取県老人クラブ連合会貸借対照表及び財産目 

録について 

             ３ 平成２５年度社団法人鳥取県老人クラブ連合会損益決算書について      

  ④広報委員会の開催 

    第１回広報委員会 

       ［期日・会場］ 平成２５年１２月５日（木）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

   ［出席の状況］  委員７名（出席者６名・欠席１名）事務局３名 

   ［協議事項］   １ 委員長の互選について 

              ２ 「県老連だより第２９号」発行について 

              ３ 今後の日程について 

      ［協議の結果］ １ 委員長 山下 宣昭（湯梨浜町） 

      第２回広報委員会 

      ［期日・会場］ 平成２６年２月２６日（水）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１名）事務局３名 

      ［協議事項］ １ 「とっとり県老連だより第２９号」校正、内容点検    

             ２ 平成２６年度事業計画について  

     ⑤５０周年事業検討会（合同委員会）の開催 

      ［期日・会場］ 平成２５年１２月２４日（火）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

      ［出席者］   ６名（企画委員長・広報委員長・広報副委員長・事務局２名） 

      ［協議事項］  鳥取県老人クラブ連合会創立５０周年事業について 

  （２）基金の運用・自主財源確保 

     ①シルバー基金の効果的運用 

     ②自主財源の確保 


