
平成２６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 

○地域高齢者の健康づくり・介護予防活動研修会の開催 

［期日・会場］平成２６年８月２５日（月）倉吉市：倉吉体育文化会館 

[参加者]    ８７名（講師、健康づくり推進員、事務局含む）  

[内 容]   講演「元気で長生きのための体づくり」 

         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 

         実技指導：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 

              鳥取大学健康スポーツ科学 

                   非常勤講師 加藤 朋子 氏 

         サポート：県老ク連健康づくり推進員の皆さん   

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）による指導 各市町村への指導 ６回 

③「ねたきりゼロ」１０か条の普及 各市町村への呼びかけ 

④「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 

⑤「高齢者の体力測定」の協力 各市町村での実施の協力   

⑥シニアスポーツの普及 各市町村での実施の協力 

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２６年１２月３日（水）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

[参加者]    ２１６名  

[内 容]   講演「特殊詐欺被害にあわないために」 

            講師 鳥取県警察本部 生活安全企画課 

                 地域安全係長 三ツ星 勝実 氏 

        活動発表  

         城北地区福祉コーディネーター  橋本 京子 氏 

              東西町地域振興協議会   会長 原  和正 氏 

         日南町福祉保健課 地域包括支援センター 

                 主任社会福祉士 緒形 明朗 氏 

 

 



     【中部地区】 

［期日・会場］平成２６年１２月８日（月）倉吉市：倉吉体育文化会館 

[参加者]    １３４名 

       ［内 容］  講演「特殊詐欺被害にあわないために」 

                 講師 倉吉警察署 生活安全課  

警部補 來福 浩司 氏 

                          副理事長 小林 清 氏  

             活動発表  

              城北地区福祉コーディネーター  橋本 京子 氏 

              東西町地域振興協議会   会長 原  和正 氏 

         日南町福祉保健課 地域包括支援センター 

                 主任社会福祉士 緒形 明朗 氏 

【西部地区】 

［期日・会場］平成２６年１２月１１日（木）米子市：米子市福祉保健総合センター 

 [参加者]    ２０２名  

[内 容]   講演「特殊詐欺被害にあわないために」 

               講師 米子警察署 生活安全課  

警部補 永田 剛志 氏 

             活動発表  

              城北地区福祉コーディネーター  橋本 京子 氏 

              東西町地域振興協議会   会長 原  和正 氏 

         日南町福祉保健課 地域包括支援センター 

                 主任社会福祉士 緒形 明朗 氏 

   （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ふれあい活動セミナーの開催 

［期日・会場］ 平成２７年２月５日（木）倉吉市：倉吉体育文化会館  

［参加者］    １４１名（講師、事務局含む） 

［内 容］   行政説明・意見交換 

          「介護保険制度改正について」 

            鳥取県 福祉保健部 長寿社会課 

                 介護保健担当係長 井上 直之 氏 

            「高齢者の支援について」 

            鳥取県 福祉保健部 長寿社会課 地域支え愛推進室  

地域福祉担当係長 高橋 和也 氏 

          グループワーク 

                 テーマ「友愛活動と地域の関わり」 

             （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） 

 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行われ、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。 

 ②６月８日小さな親切運動「日本列島クリーン大作戦」への参加 

  （白兎海岸、浦富海岸、羽合海岸、八橋海岸、湊山公園、皆生海岸） 

 ③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） 

（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）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 ２６１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） 

 

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２７年２月２４日（火）倉吉市：倉吉体育文化会館 

      ［参加者］      ２３２名（講師、事務局含む） 

      ［内容］    講義 『若手会員で組織強化を』 

                  講師 浜田市高齢者クラブ連合会 

                        事務局長 舩附 克己 氏  

               事例発表  

岩美町老人クラブ連合会 若手委員会委員長 横田 光男 

                倉吉市老人クラブ連合会 若手委員会委員長 佐伯 敏行 

                米子市老人クラブ連合会 若手委員会委員長 本池 重信 

               意見交換・まとめ                          

   （２）男女共同参画のクラブづくりの推進 

      ①女性リーダー研修会の開催 

［期日・会場］ 平成２７年１月２６日（月）倉吉市：倉吉体育文化会館 

      ［参加者］    １１３名（講師、事務局含む） 

      ［内容］    講義 『生涯現役！骨コツ積立て貯筋術』 

               講師 フィットネス ジャングル 

                    健康運動指導士 澤 晶子 氏  

              伝達研修 全老連リーダーセミナー参加報告 

                     北栄町老連 田中 陽子 

              啓発劇 ～もうけ話しでだまされた～ 

                     鳥取県老連女性委員会委員 



              “劇のあと、悪徳商法についての事例等情報交換” 

              情報交換≪テーマ≫『加入促進』 

                グループ討議（１０グループ） 

              グループ発表 

     ②市町村老連や単位クラブの女性役員の参画・拡大 

     ③男女共同参画のクラブづくりの啓発について 

       研修会等をとおしての意識改革 

     ④女性委員会２０周年記念誌の作成 １５０部（３６ページ） 

   （３）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   ５老連 

     ②「地域支え合い活動」に関する事業      ５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・新規クラブ設置助成事業     

           新規加入会員        １０３クラブ 

           新規クラブ           ３クラブ 

   （４）全老連との連携、研修会等への参加 

     ①第２６回女性リーダーセミナー 

      [期日・会場] 平成２６年１０月２１日（火）～２２日（水） 

東京都：全社協（灘尾ホール） 

    [参加者]     １名 田中陽子（北栄町） 

  [概 要]    基調報告 「老人クラブ『１００万人会員増強運動』」 

                      全老連 常務理事 齋藤 秀樹 

講演「高齢者の消費者被害防止するために老人クラブに期待する 

こと」 

   全国消費者生活相談員協会常務理事 柳川 淑子 氏 

             ＫＪ法によるグループ討議 

               Ａ「会員増強運動 ― 女性を増やす取り組みのポイント」 

               Ｂ「高齢者の詐欺被害を防ぐ取り組みのポイント」 

            全 体 会 

 ②第３４回全国老人クラブ大会 

   [期日・会場] 平成２６年１１月１３日（木）～１４日（金） 

大分県：別府国際コンベンションセンター 

   [参加者]  ２名（知久馬二三子理事、山本充延理事） 

     [概  要]   活動交流部会 

            講演・式典 

             講演「教覚寺住職、豊の国宇佐市塾 

                 塾生代表 平田 崇英 氏 

           アトラクション・式典 

 

 



  ③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２６年７月３日（木）～４日（金）愛媛県：道後プリンスホテル 

  [派遣人員数]  １２名 参加者（米子市４名、倉吉市１名、北栄町２名、伯耆町１名 

                  江府町１名、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]    基調報告「高齢者の現状と課題」 

              「老人クラブ活動中の事故と安全活動」 

                全老連 常務理事 齋藤 秀樹 

         分科会（活動事例発表・討議） 

           第１分科会「健康づくり・生きがいづくり活動の推進」 

           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「安心・安全のまちづくり」 

            第４分科会「会員加入促進と魅力ある老人クラブづくりの推進」 

         講演「あなたの脳は大丈夫？～認知症にならないコツ、脳卒中で 

            倒れないコツ～」 

             講師 松山市民病院 脳神経外科部長 角南 典生 先生 

         全大会 （各分科会報告・質疑応答・とりまとめ） 

 

  ３ 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・２０，０００部（３月１日発行） 

    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 

 

  ４ 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中国ブロック県・指定都市老人クラブ連絡協議会 

     ［期日・会場］ 平成２６年５月２２日（木）～２３日（金）広島県：呉市 

     ［出席者］    ５名（会長・副会長・女性委員長・若手委員・事務局長） 

     ［概 要］   １）中央情勢説明 全老連 事務局長 小野 喜彦 

             ２）協議（情報交換・協議、平成 26年度事業計画・予算、提出議題） 

    ②全老連女性代表者会議 

     第４２回全老連女性委員会総会 

     ［期日・会場］ 平成２６年５月２１日（水）東京都 

     ［出席者］    １名（知久馬女性副委員長） 

    ③全老連評議員会 

     第１０５回評議員会 

     ［期日・会場］ 平成２６年６月１８日（水）東京都 

     ［出席者］    １名（今岡前会長） 



    ④都道府県・指定都市老連会長会議 

     ［期日・会場］ 平成２６年１２月１日（月）～２日（火）東京都 

     ［出席者］    １名（門脇副会長） 

     ［概 要］   地域福祉活動と老人クラブ 

             平成２７年度の事業方針等について 

             「老人クラブ『１００万人会員増強運動』の取り組み」について 

             高齢者をめぐる交通事故の現状 高齢者の交通安全対策 

             介護保険制度の改正と老人クラブに期待すること 

             「『新地域支援事業』に向けての行動」提案について 

             女性委員会報告 

             全大会・まとめ 

     ⑤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６月３０日（月）～７月１日（火）東京都 

           [出席者]      １名（村山事務局長） 

      [協議事項]   高齢者関連施策と老人クラブに期待すること 

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

             事例発表「都道府県・指定都市老連における『会員増強運動』の 

取り組み」 

             分散会・報告事項 

     第２回 

     ［期日・会場］ 平成２７年２月１０日（火）東京都 

      [出席者]      １名（村山事務局長） 

           [協議事項]   介護保険制度の改正と老人クラブに期待すること 

             「『新地域支援事業』に向けて」の行動提案について 

             平成２７年度事業計画・概算予算案等について 

             全大会・まとめ 

     ⑥全国活動推進員担当者研修セミナー   

      [期日・会場]  平成２６年８月１日（金）東京都 

           [出席者]     1名 

      [協議事項]   基調報告・活動発表・グループ協議・全大会 

  （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２６年１１月 ６日（木）鳥取市：県民体育館 

     ②中部地区高齢者健康運動会 

     ［期日・会場］ 平成２６年１０月１７日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

 



     ③西部地区高齢者健康運動会 

     ［期日・会場］ 平成２６年 ９月２５日（木）米子市：米子産業体育館 

  （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２６年１２月２２日（月）制度・予算要望 

 

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（Ｈ２７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）設立５０周年記念事業の実施 

    ①県老ク連創立５０周年記念大会 

      ［期日・会場］ 平成２６年１１月２０日（木）倉吉市：倉吉未来中心 

      ［参加者］   参加者７０６名（一般参加者４８８名、来賓１８名、表彰者８名、 

              役員１４名、講師１、アトラクション７名、芸能発表出演者 114名 

             （７団体）、役員５６名） 

      ［内 容］   開会式（主催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介） 

               感謝状贈呈式  

    １１名 竹内 準太郎（鳥取市）、松岡 緑（倉吉市）、 

森脇 宏（境港市）、岡部 和史（八頭町）、 

川口 孝久（八頭町）、中尾 澄代（湯梨浜町）、 

宮脇 愛之介（北栄町）、白川 宏（伯耆町）、 

安東 良博（日南町）、青砥 静枝（日南町）、 

堀尾 英則（琴浦町） 

 記念講演「一隅を照らす 此れ即ち国宝なり」 

               講師：三徳山三佛寺 住職 米田 良中 氏 

              提言発表 

              地域文化活動発表（７団体） 

              アトラクション ～癒しと感動の歌声～ ゴスペルオーブ 

              大会宣言 

              閉会式（合唱 ～ふるさと～） 



          ②創立５０周年記念誌の発行 ６００部（８９ページ） 

③５０周年記念事業推進委員会による企画、推進 

       ア 県老ク連創立５０周年記念大会実行委員会 ６回開催 

        ・創立５０周年記念大会の開催計画について 

       イ 県老ク連創立５０周年記念誌編集委員会  ５回開催 

        ・創立５０周年記念誌の編集について   

（２）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２６年５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９名）監事２名・事務局３名 

     ［議 案］   議案第１号 平成２５年度事業報告及び計算書類の承認について 

                       ～ 監査報告 ～                    

              議案第２号 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２６年度定時総会 

の招集について 

             議案第３号 平成２６年度補正予算の承認について 

     ［審議の結果］ 議案第１号～３号原案どおり可決 

     ［協議事項］  協議第１号 老人クラブ「１００万人会員増強運動」の取り組みについて 

     第２回理事会 

     ［期日・会場］ 平成２６年５月３０日（金）倉吉市：倉吉未来中心 

     ［出席の状況］ 理事現在数１２名（出席者１０名）監事１名・事務局３名 

     ［議 案］   議案第１号 若手委員会委員及び女性委員会委員の選任について 

     ［審議の結果］ 議案第１号原案どおり可決 

     第３回理事会 

     ［期日・会場］ 平成２６年５月３０日（金）倉吉市：倉吉未来中心 

     ［出席の状況］ 理事現在数１１名（出席者１０名）監事１名・事務局３名 

     ［議 案］   議案第１号 会長、副会長及び常任理事の選定について 

             議案第２号 会長の職務を代行する副会長の順位について 

             議案第３号 企画委員会委員及び基金管理運営委員会委員並びに広報委員 

                   会委員の選任について 

     ［審議の結果］ 議案第１号～３号原案どおり可決 

     第４回理事会 

     ［期日・会場］ 平成２６年８月７日（木）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７名）監事２名・事務局３名 

     ［協議事項］  協議第１号 鳥取県老人クラブ連合会会員制度の見直しについて 

             協議第２号 各種委員会運営規程の見直しについて 

             協議第３号 欠員となっている理事の補充について 

             協議第４号 平成２７年度鳥取県社会福祉制度・予算の県への要望に 

ついて 

      



     第５回理事会   

［期日・会場］ 平成２６年９月２２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９名）監事１名・事務局２名 

     ［議  案］  議案第１号 平成２６年度第 1回総会の招集について 

     ［協議事項］  協議第１号 鳥取県老人クラブ連合会の会員制度の見直しについて 

             協議第２号 各種委員会運営規程の見直しについて 

             協議第３号 老人クラブ「１００万人会員増強運動」の運動計画書に 

ついて 

     第６回理事会 

     ［期日・会場］ 平成２７年３月１３日（金）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

     ［出席の状況］ 現在理事数１３名（出席者１０名）監事２名・事務局２名 

     ［議 案］   議案第１号 平成２６年度補正予算について 

             議案第２号 平成２７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平成２６年度第２回 

                   総会の招集について 

     ［審議の結果］ 議案第１号～第３号原案どおり可決 

     ［協議事項］  協議第１号 老人クラブ「１００万人会員増強運動」について 

     第７回理事会 

     ［期日・会場］ 平成２７年３月２５日（水）倉吉市：倉吉体育文化会館 

     ［議 案］   議案第１号 常務理事の選定について 

             議案第２号 事務局長の選任について 

     ［審議の結果］ 議案第１号～第２号原案どおり可決 

     ②総会の開催 

      平成２６年度 定時総会  

     ［期日・会場］ 平成２６年５月３０日（金）倉吉市：倉吉未来中心 

     ［出席の状況］ 会員数１９名（出席者１６名・委任状２名・欠席１名）監事１名・ 

             事務局３名 

     ［議 案］   議案第１号 平成２５年度事業報告及び計算書類の承認について 

                      ― 監査報告 ― 

             議案第２号 平成２６年度補正予算の承認について 

             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 

             会長、副会長、常務理事の選任及び会長の職務代行の順位について報告 

                      ― 新役員あいさつ ― 

     ［審議の結果］ 議案第１～３号原案どおり可決 

     ［協議事項］  協議第１号 老人クラブ「１００万人会員増強運動」の取り組みについて 

     ［報 告］   １）各種委員会の委員選任の報告        

      第１回総会 

     ［期日・会場］ 平成２６年９月３０日（火）倉吉市：倉吉体育文化会館 

     ［出席の状況］ 会員数１９名（出席者１４名・委任状４名・欠席１名）監事１名・ 

事務局２名 



     ［議 案］   議案第１号 理事の選任について 

     ［審議の結果］ 議案第１号原案どおり可決 

     ［報 告］   １）会員制度及び各種委員会制度の見直しの検討状況について 

             ２）老人クラブ「１００万人会員増強運動」の運動計画について 

             ３）鳥取県老人クラブ連合会創立５０周年記念大会の開催について 

             ４）広島市老人クラブ連合会への災害見舞金の支出について 

      第２回総会 

     ［期日・会場］ 平成２７年３月２５日（水）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６名）監事１名・事務局３名 

     ［議 案］   議案第１号 平成２６年度収支補正予算について 

             議案第２号 平成２７年度事業計画及び収支予算について 

             議案第３号 理事の選任について 

     ［審議の結果］ 議案第１号～第３号原案どおり可決 

     ［協議事項］  協議第１号 老人クラブ活動活性化助成事業の改正について 

     ［報 告］   報告第１号 鳥取県老人クラブ「８，０００人会員増強運動」の市町村 

                   別推進目標数について 

     ③監事会の開催 

     ［期日・会場］ 平成２６年５月９日（金）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３名 

     ［監査事項］  １）公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２５年度事業の実施状況 

               について 

             ２）公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２５年度貸借対照表及び 

財産目録について 

             ３）公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２５年度損益計算書に 

ついて 

     ④正副会長会の開催 

      第１回正副会長会 

      ［期日・会場］ 平成２６年４月１６日（水）倉吉市：倉吉体育文化会館 

      ［出席の状況］ 会長・副会長（出席者４名）事務局３名 

      ［協議事項］   １）老人クラブ「１００万人会員増強運動」の取り組みについて 

              ２）県老連５０周年事業の進め方について 

              ３）老人クラブ調査項目について 

              ４）役員改選のスケジュールについて 

              ５）平成２６年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会及び 

                中国ブロック老連協議会の開催について 

     ⑤企画委員会の開催 

      第１回企画委員会 

      ［期日・会場］ 平成２６年９月１２日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

      ［出席の状況］ 委員６名（出席者４名・欠席２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２６年度地域支え合い事業（地区別研修会）の開催について 

              ３）平成２６年度ふれあい活動セミナー（旧友愛活動研修会）の開催 

について 

     ⑥基金管理運営委員会の開催 

      第１回基金管理運営委員会 

       ［期日・会場］ 平成２７年１月２１日（水）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８名・欠席２名）事務局３名 

      ［協議事項］   １）委員長・副委員長の選任について 

              ２）平成２６年度老人クラブ活動活性化助成金の交付について 

              ３）平成２７年度老人クラブ活動活性化助成事業について 

     ⑦女性委員会の開催 

       第１回女性委員会 

［期日・会場］ 平成２６年８月２２日（金）倉吉市：上井公民館 

[出席の状況]  委員９名（出席者８名・欠席１名）事務局３名 

［協議・説明事項］ １）正副委員長の互選について 

       ２）２０周年記念誌の発行について 

           ３）女性委員会運営規程及び委員の任務について 

                ４）今年度事業（女性リーダー研修会等）の企画、推進に 

                           ついて 

  第２回女性委員会 

［期日・会場］ 平成２６年１０月２３日（木）倉吉市：上井公民館 

[出席の状況]  委員９名（出席者７名・欠席２名）事務局２名 

［協議事項］   １）県老連創立５０周年記念大会における役割について 

         ２）女性リーダー研修会の開催について 

         ３）２０周年記念誌の発行について 

  第３回女性委員会 

［期日・会場］ 平成２７年１月１５日（木）倉吉市：上井公民館 

[出席の状況]  委員９名（出席者８名・欠席１名）事務局３名 

［協議事項］   １）女性リーダー研修会の開催について 

          ２）平成２７年度事業計画について 

  ⑧広報委員会の開催 

    第１回広報委員会 

       ［期日・会場］ 平成２７年１月２３日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

   ［出席の状況］  委員７名（出席者６名・欠席１名）事務局２名 

   ［協議事項］   １）委員長・副委員長の互選について 

２）「とっとり県老連だより第３０号」発行について 

              ３）今後の日程について 

      第２回広報委員会 

      ［期日・会場］ 平成２７年３月１０日（火）倉吉市：上井公民館 

      ［出席の状況］ 定数７名（出席者５名・欠席２名）事務局３名 



      ［協議事項］    １）「とっとり県老連だより第３０号」校正、内容点検    

                ２）平成２７年度県老連だよりの発行について 

     ⑨若手委員会の開催 

      ○第１回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２６年８月２２日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出席者］   委員９名（出席者７名・欠席２名）事務局３名 

      ［協議事項］  １）正副委員長の互選について 

              ２）理事候補者について（理事に若手委員から１名選出） 

              ３）若手委員会運営規程及び委員の任務について 

              ４）今年度事業（地域活動リーダー育成研修会等）の企画、推進 

について 

○第２回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２６年１１月１２日（水）倉吉市：倉吉体育文化会館 

 ［出席者］   委員９名（出席者８名・欠席１名）事務局３名 

［協議事項］  １） 県老連５０周年記念大会における役割について 

           ２）平成２６年度地域活動リーダー育成研修会について 

          ３）市町村老連との意見交換について 

           ４）その他 

○第３回若手委員会 

［期日・会場］ 平成２７年１月３０日（金）倉吉市：倉吉体育文化会館 

［出席者］   委員９名（出席者６名・欠席３名）事務局３名 

［協議事項］   １）平成２６年度地域活動リーダー育成研修会について 

          ２）第４３回全国老人クラブ大会参加報告 

          ３）市町村老連との意見交換について 

           ４）平成２７年度事業計画について 

  （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 国債運用（H21.9.20～H31.9.20） 

     ②自主財源の確保 

       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 

  （３）表彰・感謝 

    【県老ク連会長表彰】〇功労表彰 

［審査・期日会場］ 平成２６年５月１４日（水）鳥取市：県立福祉人材研修センター 

［表彰・期日会場］ 平成２６年８月２８日（木）倉吉市：倉吉未来中心 

［受賞者］      会長表彰 個人２２名 団体２団体 

    【全老連会長表彰】 

［期日・会場］   平成２６年１１月１４日（金）大分県：別府市 

     ［表 彰］     育成功労表彰 

［受賞者］      門脇 陽子（境港市） 

［表 彰］     優良クラブ表彰 

［受賞者］      上道ことぶきクラブ連合会（境港市）     


