
平成２８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 公益目的事業 1 (高齢者の健康・生きがいづくりや地域支え合い支援事業) 

（１）高齢者の健康づくり・介護予防活動の推進 

① 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２８年１２月１５日(木) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

[参 加 者]   １０３人(講師、事務局含む)  

[内 容]     講演 「お口とからだの健康について～口腔ケアと介護予防～」 

      講師 くにたけ歯科クリニック 

          院長 國竹 洋輔  

     実習 「はじめてみよう口腔ケア」 

       講師 歯科衛生士 ４人 

② 「健康ウォーキング」の普及促進 

③ 健康づくり推進員(５人)による指導 各市町村への指導 ２回 

④ 地域活動への支援 

・地域の健康づくり研修会等への健康づくり推進員など講師派遣・紹介 

・体力測定会実施の協力 

・「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 

・シニアスポーツの普及 各市町村での実施の協力 

⑤ 高齢者健康運動会(県社協との共催で東部・中部・西部地区で開催） 

【東部地区】 

[期日・会場] 平成２８年１１月１１日(金) 鳥取市：県民体育館 

      [参加人数]  ６９５人 

【中部地区】（鳥取県中部地震のため中止） 

[期日・会場] 平成２８年１０月２８日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

【西部地区】 

[期日・会場] 平成２８年１０月４日(火) 米子市：米子市産業体育館 

[参加人数]  １，０５６人 

⑥ 「ねたきりゼロ」１０か条の普及 各市町村へ呼びかけ 

⑦ 介護予防の推進 

 

（２）地域支え合い活動の推進 

① 地域支え合い事業(単位クラブの活性化・会員増強)の推進（鳥取県中部地震のため中止） 

[期日・会場] 平成２８年１１月４日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

② 老人クラブ「社会奉仕運動」の推進 

ア 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 

６月１２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) 

    ６月２６日小さな親切運動「日本列島クリーン大作戦」への参加(皆生海岸)  

イ 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) 

③ 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～ 

ア 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) 

 

（３）閉じこもりや孤立を防ぐ友愛活動の強化 

「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 各市町村老連への情報提供による友愛活動推進 

 

  （４）高齢者の交通安全の推進 

   ～安心安全な住みよいまちづくり～(防災・防犯・交通安全・事故防止) 

① 「交通安全協力者」の委嘱(委嘱 １９０人) 

② 高齢者の交通事故対策の推進 

  「交通安全地区別研修会」の開催 

   【東部地区】 

    [期日・会場] 平成２８年７月２０日(水) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

     [参 加 者] ９８人(講師、事務局含む) 

      [内 容] 講演 「交通安全講習」 

          講師 鳥取警察署 交通第一課安全係 警部補 三浦 隆  

         交通安全教育車 ことぶき号体験 

         実践報告 「信号機の設置要望から設置までの経緯」 

          発表 大山町老人クラブ連合会 名和支部長 杉原 俊雄 

   【中部地区】 

   [期日・会場] 平成２８年９月９日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

   [参 加 者] ６４人(講師、事務局含む) 

   [内 容] 講演 「交通安全講習」 

         講師 倉吉警察署 交通課 石田 健治  

        交通安全教育車 ことぶき号体験 

        実践報告 「信号機の設置要望から設置までの経緯」 

         発表 大山町老人クラブ連合会 名和支部長 杉原 俊雄 

   【西部地区】 

    [期日・会場] 平成２８年８月２６日(金) 米子市：米子コンベンションセンター 

    [参 加 者] １３８人(講師、事務局含む) 

    [内 容] 講演 「交通安全講習」 

          講師 米子警察署 シルバー・セイフティ・インストラクター 

                     高田 賢治  

             運転適性相談員 那須野 美香  

         交通安全教育車 ことぶき号体験 



         実践報告 「信号機の設置要望から設置までの経緯」 

           発表 大山町老人クラブ連合会 名和支部長 杉原 俊雄 

 

２ 公益目的事業２ (老人クラブの育成指導と活動等啓発広報事業) 

（１）活動リーダーの育成 

① 新しい仲間づくりの推進 

ア 地域若手活動リーダー育成研修会の開催 

     [期日・会場] 平成２８年９月１日(木)～平成２８年９月２日(金) 

  倉吉市：倉吉体育文化会館 

     [参 加 者]   １日目５６人 ２日目３８人(講師、事務局含む) 

        ［内 容］９月１日(木) 

              演題 自分の「得意」が自分の「役割」に 

               講師 あそびの工房 もくもく屋 

                   事務局長 田川 雅規  

            ９月２日(金) 

              いきいきクラブ体操 「頭と身体をリフレッシュ」 

               県老連若手委員会 委員 山田 恭子 

              若手委員会事例発表 

               県老連若手委員会 委員長 加持谷 典範 

              グループ討議(７グループ) 

                ①単位クラブの活動紹介 

                ②会員の得意技を集める 

                ③集まった得意技から今後の活動や学習を考える 

              全体発表・まとめ 

イ 若手委員会の情報交換会の開催 

[期日・会場] 平成２８年９月２８日(水) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

[参 加 者]   ２１人 

② 男女共同参画のクラブづくりの推進 

ア 女性リーダー研修会の開催 

[期日・会場］ 平成２８年７月２７日(水) 日吉津村：ヴィレステひえづ 

        ［参 加 者] １２６人(講師、事務局含む) 

        ［内 容] 講演 『今日からできる認知症予防』 

              講師 フィットネス ジャングル 澤 晶子  

             伝達研修 全老連女性代表者会議参加報告 

                鳥取県老人クラブ連合会 女性委員会委員長 知久馬 二三子  

             レクリエーション ～簡単なレクリエーション～  

               鳥取県老人クラブ連合会 健康づくり推進員 青山 典代  

活動発表  

              テーマ① 加入促進 

・米子市老人クラブ連合会 女性委員長 八幡 友子  



              テーマ② 友愛・支え合い活動 

・鳥取市老人クラブ連合会 鹿野町支部女性委員長 

    三澤 勝子 

                 ・北栄町老人クラブ連合会 副会長 田中 陽子 

                  ・八頭町老人クラブ連合会         西尾 節子 

                 ・日吉津村老人クラブ連合会       破戸 睦子 

              テーマ③高齢消費者被害防止キャンペーンに参加して思うこと 

                  ・三朝町老人クラブ連合会         山口 光男 

イ 女性委員活動の促進 

         (市町村老連女性委員会の情報収集及び市町村老連への情報提供) 

【情報収集】 

       女性委員会活動調査票にて情報提供依頼 

【市町村老連への情報提供】 

         市町村老人クラブ女性委員会活動事例集№2作成 冊子配布 各 1 

(１９市町村・１７支部・事務局・役員・女性委員)  

ＣＤ配布 各 1 (１９市町村事務局・１７支部事務局) 

         ウ 市町村老連や単位クラブの運営(役員)への女性の参画の促進 

エ  男女共同参画のクラブづくりの啓発 

  研修会等をとおして意識改革 

③ 老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン事業 

    ア 「見守りサポーター」養成講座の開催 

       モデル３地区での開催 

       [期日・会場] 平成２８年７月２２日(金) 倉吉市：倉吉福祉センター 

       [参 加 者] ４６人 倉吉市老人クラブ連合会   ２２人 

                 三朝町老人クラブ連合会   １２人 

                 湯梨浜町高齢者クラブ連合会 １２人 

       [内 容] 講師 鳥取県警察本部生活安全企画課 警部補 來福 浩司  

                              警部補 松島 徳孝  

               鳥取県消費生活センター消費生活相談員 山根 美和  

    イ 地域で特殊詐欺や悪質商法による高齢消費者等の被害防止のために取組 

    ウ 関係機関との連携 

④ 全老連・ブロックとの連携(研修会等への参加) 

ア 第２８回女性リーダーセミナー 

           [期日・会場]  平成２８年１０月５日(水)～６日(木) 東京都：全社協                    

             [参 加 者] １人 北栄町老人クラブ連合会 女性委員 田中 陽子  

            [概 要] 基調報告   

老人クラブ組織の発展に向けて 

              事例発表  

会員増強に向けた取り組み 

①人を集めて仲間を増やそう！ 



②新設、休会クラブに対する取り組み 

高齢消費者被害防止に向けた取り組み 

①見守りサポーター活動を通じて 

                     ②「見守りサポーター養成講座」 

               分散会テーマ 

                  ①休会、解散クラブを防ぐ取り組み ～私たちにできること 

                  ②新しいクラブづくりに向けた取り組み 

                全体会 

                 分散会報告をもとに全体を通じての意見交換    

イ 第４５回全国老人クラブ大会 

[期日・会場] 平成２８年１１月９日(水)～１０日(木)                 

富山県：富山市芸術文化ホール(オーバード・ホール)他 

           [参 加 者] １人 北栄町老人クラブ連合会 理事 西田 鉄也  

         [概 要] 活動交流部会 

                         第１部会 活動発表 地域に健康づくり・介護予防活動の輪を広げよう 

             第２部会 未設置地区にクラブを作ろう！ 

             第３部会 舞台発表 演じる活動 

                  講演 講師 富山市長  森 雅志  

                     アトラクション・式典 

[育成功労表彰] 日下部 武志 (岩美町老人クラブ連合会) 

              藪  内 清志  (境港市ことぶきクラブ連合会) 

ウ 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２８年７月１３日(水)～１４日(木) 

                      香川県：ことひら温泉「琴参閣」 

          [参 加 者] ２２人 

[概 要] 基調報告 全国老人クラブ連合会 参事 岡本 あゆみ  

                 部会（活動事例発表） 

               第１部「会員増強の推進」について 

             第２部「友愛・奉仕活動の推進」について 

                    事例発表者 鳥取市老人クラブ連合会  

社会奉仕部長 中尾 艶子 

                    座  長  鳥取県老人クラブ連合会 副会長 中林 正樹 

             第３部「健康づくり・介護予防活動の推進」について 

                 講演 「人生８合目からが面白い」 

                 講師  総本山 善通寺    第五十七世法主 樫原 禅澄  

      総括  まとめ 

 

（２）活動活性化助成事業による老人クラブ活動の支援 

① 「健康づくり・介護予防」に関する事業 ６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   ５老連 

④ 新規加入会員・新規クラブ設置助成事業 

      会員数が前年度より 5人以上増加   ４２クラブ 

      新規クラブ設置            ５クラブ 

 

（３）広報紙等による情報発信 

① 広報紙や報道機関等への情報提供による情報発信 

ア 「県老連だより」の発行 年 1回(10,000部)３２号(12月 1日発行) 

        イ 各種事業等の報道機関への情報提供 

        ウ 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 県民総合福祉大会の開催(他の社会福祉団体等と協働で開催) 

      平成２８年９月１０日(土) 鳥取市：とりぎん文化会館 

     会長表彰 個人９人  団体表彰 １団体   

③ 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 

 

３ 相互扶助等事業（傷害保険の加入促進及び研修教材等の斡旋事業） 

（１）老人クラブ傷害保険の普及事業 

    老人クラブ障害保険の加入促進 

      鳥取県の加入状況 加入人数 １，６２４人 

（２０１６年・２月始期～２０１７年・１月終期） 

（２）研修用教材等斡旋事業 

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) 

 

４ その他法人の目的を達成するための事業 

（１）法人運営及び事務の遂行 

① 役員会等の開催 

ア 理事会の開催 

第 1回理事会 

          [期日・会場] 平成２８年５月１２日(木) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 理事９人・監事１人・事務局３人・県長寿社会課１人 

          [議 案]      議案第１号 平成２７年度事業報告(案)及び計算書類(案)の承認に

ついて 

                         ～ 監査報告 ～ 

                 議案第２号 平成２８年度定時総会の招集について 

                 議案第３号 任期満了に伴う監事及び有識者の候補者推薦について 



                 議案第４号 各種委員会委員の選任について 

          [審議の結果]  議案第１号議案どおり承認 

議案第２号議案から議案第４号議案どおり決定                   

[協議事項]    (１)熊本地震災害援助拠金について 

          (２)平成２８年度共同募金による助成事業申請について 

           (３)中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会について 

第２回理事会 

[期日・会場] 平成２８年５月２７日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

          [出席の状況] 理事８人・監事１人・事務局１人 

          [議 案]   議案第１号 各種委員会委員の選任について 

             [審議の結果] 議案どおり決定  

第３回理事会 

           [期日・会場] 平成２８年５月２７日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

          [出席の状況] 理事１２人・監事１人・事務局１人 

          [議  案]   議案第１号 会長・副会長及び常務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 

          [議案の結果] 議案第１号 会長  沖田 博敬 

                       副会長 門脇 眞澄 

                           中林 正樹 

                           古井 喜紀 

                 議案第２号 第１位 中林 正樹 

                       第２位 門脇 眞澄 

                       第３位 古井 喜紀 

第４回理事会 

          [期日・会場] 平成２８年８月２５日(木) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 理事１３人・監事１人・事務局４人 

          [議  案]   議案第１号 シルバー基金管理運営規程の一部改正について 

                 議案第２号 企画委員会、基金管理運営委員会、広報委員会委員の 

選任について 

                 [審議の結果] 議案第１号、議案第２号 議案どおり承認 

          [協議事項]   (１)法人の財政基盤について 

                  (２)平成２９年度に向けた鳥取県社会福祉制度・予算に係る県への 

要望について 

          [報  告]    (１)職務執行状況報告について 

                  (２)熊本地震災害援助拠金について 

                  (３)全国老人クラブ連合会事務局長会議の報告について 

                  (４)平成２８年度「活動賞」及び「１００万人会員増強特別賞につ 

いて 

                        (５)中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会について 

                   (６)各種委員会報告について 



                   (７)平成２８年度正会員名簿について 

第５回理事会 

           [期日・会場] 平成２９年３月１０日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

               [出席の状況] 理事１０人・監事１人・事務局４人 

                [議 案]      議案第１号 副会長の選定について 

                 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 諸規程(案)について 

                 議案第４号 平成２８年度補正予算(案)について 

                 議案第５号 平成２９年度事業計画書(案)及び予算書(案)に 

ついて 

                 議案第６号 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２８年度臨 

時総会の招集について 

               [審議の結果] 議案第１号 副会長 木村 定雄 

                 議案第２号 第Ⅰ位 中林 正樹 

                       第２位 古井 喜紀 

                       第３位 木村 定雄 

                 議案第３号から議案第６号 議案どおり承認 

             [協議事項]   協議第１号 平成２８年鳥取県中部地震災害救援拠金について 

協議第２号  平成３０年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー 

                       研修会について 

                                  協議第３号 平成２９年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー 

                          研修会について 

                                      協議第４号 老人クラブ調査項目について 

                [報 告]    （１）業務執行状況報告について 

（２）平成２９年度鳥取県の社会福祉制度・予算等に対する要望につい 

て 

                  （３）平成２８年熊本地震災害救援拠金について 

イ 総会の開催 

         平成２８年度定時総会 

          [期日・会場] 平成２８年５月２７日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

          [出席の状況] １９人(委任状２人）・役員１０人(理事９人・監事１人) 

事務局３人 

          [議 案]      議案第１号 平成２７年度事業報告(案)及び計算書類(案)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、議案第２号 議案どおり承認 

          [報 告]     (１）各種委員会の委員選任について 

                  （２）熊本地震災害救援拠金について 

                  （３）平成２８年度共同募金による平成２９年度助成事業申請につ 



いて 

                  （４）中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会について 

                  （５）中国ブロック連絡会連絡協議会の報告について 

          平成２８年度第１回臨時総会 

          [期日・会場] 平成２９年３月２８日(火) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

          [出席の状況]  会員 １９人(委任状１人）・役員１２人(理事１１人・監事１人) 

                         事務局３人 

          [議 案]   議案第１号 平成２８年度補正予算(案)について 

                 議案第２号 諸規程の改正等について 

                  議案第３号 平成２９年度事業計画書(案)及び予算書(案)について 

                [審議の結果] 議案第１号から議案第３号 議案どおり承認 

          [報 告]     （１）平成２８年鳥取県中部地震災害救援拠金について 

                  （２）平成３０年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会

について 

                          (３) 平成２９年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会

について 

                  （４）平成２９年度鳥取県の社会福祉制度・予算等に対する要望に 

ついて 

                  （５）平成２８年熊本地震災害救援拠金について 

           ウ 監事会の開催 

         [期日・会場] 平成２８年５月９日(月) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

         [出席の状況] 監事２人・事務局３人 

         [監査事項]  （１）平成２７年度事業の実施状況について 

                 （２）平成２７年度貸借対照表及び財産目録について 

                 （３）平成２７年度損益計算書について 

エ 正副会長会の開催 

         第１回正副会長会 

          [期日・会場] 平成２８年５月６日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

         [出席の状況] 沖田会長・門脇副会長・知久馬副会長・事務局３人 

         [協議事項]  （１）平成２７年度事業報告並びに計算書類について 

（２）役員改選について 

                 （３）熊本地震災害救援拠金について 

                 （４）理事会の議案について 

                 （５）中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会について 

                 （６）平成２８年度共同募金申請について 

         [報  告]   （１）平成２８年度中国ブロック老人クラブ連絡会連絡協議会の報 

告  

         第２回正副会長会 

          [期日・会場] 平成２８年８月５日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 沖田会長・中林副会長・門脇副会長・古井副会長・事務局４人 



         [協議事項]  （１）シルバー基金管理運営規程の一部改正について 

                 （２）法人の財政基盤について 

                  （３）平成２９年度に向けた鳥取県社会福祉制度・予算等に係る県

への要望について 

                 （４）理事会の議案について 

                 （５）その他 

                  ①熊本地震災害救援拠金について 

                  ②８千人会員増強運動について 

         [報 告]   （１）全国老人クラブ連合会事務局長会議の報告について 

                 （２）平成２８年度「活動賞」及び「１００万人会員増強特別賞」について 

                 （３）各種委員会報告について 

                 （４）平成２８年度正会員名簿について 

          第３回正副会長会 

          [期日・会場] 平成２８年９月１３日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

         [出席の状況] 沖田会長・中林副会長・門脇副会長・古井副会長・前田常務理事・ 

竹内理事・事務局４人 

         [協議事項]  （１）市町村老人クラブ連合会長会の議案について 

         第４回正副会長会 

          [期日・会場] 平成２８年９月２３日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

         [出席の状況] 沖田会長・中林副会長・門脇副会長・古井副会長・前田常務理事・ 

竹内理事・事務局４人 

         [協議事項]  （１）先回の協議結果と今後の対応について 

         第５回正副会長会 

         [期日・会場] 平成２８年１２月１４日(水) 鳥取市：県立福祉人材研修センター             

         [出席の状況] 沖田会長・中林副会長・門脇副会長・古井副会長・前田常務理事・ 

竹内理事・事務局４人 

         [協議事項]  （１）平成２９年度事業方針について 

                 （２）平成２８年鳥取県中部地震災害救援拠金について 

         [報 告]   （１）平成２８年度都道府県・指定都市老人クラブ連合会会長会に

ついて 

                 （２）平成２９年度県議会会派要望事項について 

        第６回正副会長会 

         [期日・会場] 平成２９年２月２１日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

         [出席の状況] 沖田会長・中林副会長・古井副会長・事務局３人 

         [協議事項]  （１）平成２８年度補正予算(案)について 

                 （２）平成２９年度事業計画書(案)及び予算書(案)について 

                 （３）諸規程(案)について 

                 （４）平成２８年度鳥取県中部地震災害救援拠金について 

                 （５）平成２９年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会につ

いて 



                 （６）平成３０年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会につ

いて 

                 （７）理事会の議案について 

                 （８）老人クラブ調査項目について 

         [報 告]   （１）平成２８年度第２回都道府県・指定都市老連事務局長会議に 

ついて 

         [その他]     (１) 平成２９年度中国ブロック県・指定都市老人クラブ連合会連 

絡協議会について 

       オ 企画委員会の開催 

         第１回企画委員会 

          [期日・会場] 平成２８年６月８日(水) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

          [出席の状況] 委員６人(欠席２人)・事務局２人 

          [協議事項]  （１）正副委員長の互選について 

                 （２）平成２８年度交通安全地区別研修会事業について 

                 （３）平成２８年度地域支え合い事業研修会について 

                 （４）平成２８年度地域高齢者の健康づくり・介護予防活動研修会

の開催について 

         第２回企画委員会 

          [期日・会場] 平成２８年８月２２日(月) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

         [出席の状況] 委員９人・事務局２人 

         [協議事項]  （１）平成２８年度地域支え合い事業研修会の開催について 

                 （２）平成２８年度地域高齢者の健康づくり・介護予防活動研修会

の開催について 

        第３回企画委員会 

         [期日・会場] 平成２９年１月２０日(金) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

         [出席の状況] 委員８人・事務局２人 

         [協議事項]  （１）平成２８年度事業報告について 

                 （２）平成２９年度事業計画について 

       カ 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２８年６月２９日(水) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況]  委員８人(欠席２人)・事務局３人 

          [協議事項]  （１）委員長・副委員長の互選について 

                 （２）平成２８年度老人クラブ活動活性化助成金の交付について 

                 （３）シルバー基金運営管理規程について 

         第２回基金管理運営委員会 

          [期日・会場] 平成２９年１月１７日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 委員９人(欠席１人)・事務局３人 

          [協議事項]  （１）平成２９年度老人クラブ活動活性化助成事業について  

キ 女性委員会の開催 



          第１回女性委員会 

          [期日・会場] 平成２８年６月３日(金) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

          [出席の状況] 委員９人(欠席１人)・事務局２人 

          [協議・説明事項]  

（１）副委員長の互選について 

                 （２）企画委員、基金管理運営委員、広報委員の選出について 

                 （３）全老連女性代表者会議の報告について 

               （４）平成２８年度事業計画について 

         第２回女性委員会 

                 [期日・会場] 平成２８年１１月１８日(金) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

                 [出席の状況] 委員６人(欠席４人)・事務局２人 

          [協議・説明事項] 

（１）第２８回「老人クラブ女性リーダーセミナー」の報告につい 

て     

                （２）女性委員会活動調査票の作成について                                  

         第３回女性委員会 

          [期日・会場] 平成２９年１月２６日(木) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

          [出席の状況] 委員５人(欠席５人)・事務局２人 

          [協議・説明事項] 

                              （１）市町村老人クラブ女性委員会活動事例集について 

                （２）平成２９年度事業計画について 

       ク 広報委員会の開催 

         第１回広報委員会 

          [期日・会場] 平成２８年７月７日(木) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 委員５人(欠席３人)・事務局２人 

           [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３２号」発行について 

                 （３）会員増強ＰＲパンフレットについて 

         第２回広報委員会 

          [期日・会場] 平成２８年１０月１１日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 委員８人・事務局２人 

          [協議事項]  （１）「とっとり県老連だより第３２号」校正について 

                （２）会員増強ＰＲパンフレットについて 

         第３回広報委員会 

          [期日・会場] 平成２９年１月１３日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 委員６人(欠席２人)・事務局２人 

          [協議事項]  （１）平成２９年度事業計画について 

                （２）会員強化ＰＲパンフレットについて 

      ケ 若手委員会の開催 

         第１回若手委員会 



          [期日・会場] 平成２８年６月２１日(火) 倉吉市：倉吉市上井公民館  

          [出席の状況] 委員１０人・事務局２人 

          [協議事項]  （１）若手委員会副委員長の互選について 

                （２）県老連企画委員会、基金管理運営委員会、広報委員会委員の

選出について 

                （３）今期の活動方針について 

                （４）市町村老連若手委員長、若手委員との情報交換会について 

                （５）地域活動リーダー育成研修会について 

                （６）予算要望事項について 

         第２回若手委員会 

          [期日・会場] 平成２８年９月２８日(水) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

                 [出席の状況] 委員９人(欠席１人)・事務局２人 

                 [協議事項]  （１）地域若手活動リーダー育成研修会について 

                 （２）市町村老連若手委員長、若手委員との情報交換会について 

               第３回若手委員会 

          [期日・会場] 平成２９年１月１２日(木) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

                 [出席の状況] ９人(欠席１人)・事務局２人 

                 [協議事項]   （１）平成２８年度事業報告について 

                 （２）平成２９年度事業計画(案)について 

                 （３）平成２９年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会

活動事例発表について 

                              （４）第４５回全国老人クラブ大会報告について 

          コ 市町村老人クラブ連合会長会 

          [期日・会場] 平成２８年９月２９日(木) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

                 [出席の状況] １８人(欠席１人)・事務局４人 

          [報告事項]  （１）次期総会への提案予定について 

                 [協議事項]   （１）鳥取県老人クラブ連合会の運営状況と今後について 

           サ 平成３０年度中国・四国ブロックリーダー研修会第１回実行委員会 

          [期日・会場] 平成２９年３月２８日(火) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

                 [出席の状況] 実行委員１１人・事務局３人 

                 [協議事項]  （１）実行委員会委員長・副委員長の選出について 

                  

② 自主財源の確保 

           ア 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 

 

（２）関係団体との連携 

① 全老連・ブロックとの連携 

       ア 全老連評議会 

          第１回評議員会 



          [期日・会場] 平成２８年６月１５日(水) 東京都：全社協                                  

        第２回評議員会 

           [期日・会場] 平成２９年３月１４日(火) 東京都：全社協  

     イ 全老連女性代表者会議 

          [期日・会場] 平成２８年５月１７日(火) 東京都：全社協 

          [出 席 者]   県老連女性委員会委員長 知久馬 二三子 

          [協議題・情報交換] 

            協議題（１）「100万人の会員増強運動」について 

                （２）「新地域支援事業(介護予防、日常生活支援総合事業）」への取

り組みについて 

               （３）「高齢消費者被害防止キャンペーン」の取り組みについて 

               （４）都道府県・指定都市老連女性委員会(部会)の取り組みについて 

      ウ 都道府県・指定都市老連会長会議 

         [期日・会場] 平成２８年１２月６日(火)～７日(水) 東京都：全社協 

          [出 席 者]  県老連副会長 古井 喜紀  

           [概 要]   （１）全国的な事業をめぐる諸課題について 

                  ①老人クラブ「１００万人会員増強運動」の取り組み 

                  ②「新地域支援事業」への取り組み 

エ 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２８年７月４日(月)～５日(火) 東京都：全社協 

          [出 席 者]  朝倉事務局長 

          [概 要]    （１）老人クラブ「１００万人会員増強運動」(第３年次)の推進に

ついて 

                  （２）新地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の推進につ 

いて 

                 （３）老人クラブ国庫補助金の活用について 

        第２回 

           [期日・会場] 平成２９年２月８日(月) 東京都：全社協 

           [出 席 者]  朝倉事務局長 

          [概 要]      （１）平成２９年度事業計画・概算予算案について 

                  （２）老人クラブ傷害保険・賠償責任保険について 

       オ 中国ブロック老人クラブ連合会連絡協議会 

          [期日・会場] 平成２８年４月２７日(水)～２８日(木) 

   広島県：ホテルメルパルク広島 

           [出 席 者]   会 長   沖田 博敬 

                 副会長   中林 正樹 

                  女性委員長 知久馬 二三子 

                  事務局長  朝倉 香織 

           [概 要]      （１）情報交換・協議 



    ② 県内関係機関・団体との連携 

       ア 県社会福祉審議会等への出席 

       イ その他関係機関・団体との連携 

   ③ 制度・施策予算対策運動の実施 

       ア 全老連政策委員会との連携 

       イ 県内予算対策運動の実施 

              

（３）平成２８年鳥取県中部地震への対応 

     平成２８年１０月２１日（金）に発生した鳥取県中部地震に関して、県内市町村老 

ク連に災害救援拠金を呼びかけ、災害救助法が適用された倉吉市、三朝町、湯梨浜町、 

北栄町老連の単位クラブに対して救援拠金を配分した。 

      救援拠金 総額 １，９９０，２３３円 

 


