
 平成２９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２９年９月２９日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

[参 加 者]  １１６人(講師、事務局含む)  

[内   容]    講演 「認知症の予防について～最近のホットトピックスを含めて～」 

       講師 鳥取大学医学部附属病院 神経内科 

          講師 和田 健二 氏  

      実習 「認知症を正しく知って、認知症を予防しましょう！」 

        講師 琴浦町役場 福祉あんしん課 地域包括支援センター  

           係長 圓山 千賀子 氏 

           社会福祉士 田中 結 氏 

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 １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２９年１１月２日(木) 鳥取市：県民体育館 

      [参加人数]   ５７３人 

【中部地区】 

[期日・会場] 平成２９年１０月２７日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

[参加人数]   ５５０人 

【西部地区】 

[期日・会場] 平成２９年１０月５日(木) 米子市：米子市産業体育館 

[参加人数]    ９３１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 

[期日・会場] 平成２９年１０月２４日(火) 琴浦町：まなびタウンとうはく 



[参 加 者] １５８人（講師、事務局含む） 

[内   容]  講演 「地域の支え合いの必要性と老人クラブの取組み」 

        講師 加西市老人クラブ連合会 

           会長 吉田 廣 氏 

       講演 「支え愛いきいきまちづくり」 

        講師 鳥取県知事 

           平井 伸治 氏 

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１１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２５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 １９６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２９年７月７日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

     [参 加 者]  １０８人(講師、事務局含む) 

      [内   容]   講演 「高齢者の交通安全対策」 

             講師 鳥取県交通対策協議会 高齢運転者安全運転推進員 

               綾木 操 氏  

           体験 横断歩道の模擬体験 

           高齢消費者被害防止研修「特殊詐欺の現状と被害防止対策について」 

            講師 鳥取県警察本部 生活安全企画課 

               警部補 來福 浩司 氏 

               警部補 松島 徳孝 氏 

   【中部地区】 

   [期日・会場] 平成２９年７月２４日(月) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

   [参 加 者]  ７９人(講師、事務局含む) 



   [内  容]   講演 「高齢者の交通安全対策」 

            講師 鳥取県交通対策協議会 高齢運転者安全運転推進員  

               綾木 操 氏 

           高齢消費者被害防止研修 「特殊詐欺の現状と被害防止対策について」 

            講師 倉吉警察署 生活安全課 警部補 宮辻 美和 氏 

   【西部地区】 

    [期日・会場] 平成２９年７月２８日(金) 米子市：米子コンベンションセンター 

    [参 加 者]   １３６人(講師、事務局含む) 

    [内   容]   講演 「高齢者の交通安全対策」 

             講師 鳥取県交通対策協議会 高齢運転者安全運転推進員 

               綾木 操 氏  

            高齢消費者被害防止研修 「特殊詐欺の現状と被害防止対策について」 

             講師 米子警察署 生活安全課 警部補 杉谷 淳行 氏 

 

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２９年９月１９日(火) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

     [参 加 者]    ７１人 

        ［内    容］  発表 「若手委員会の活動～会員増強の推進」 

                 境港市ことぶきクラブ連合会 会長 川口 昭一  

                伝達研修 中国・四国ブロックリーダー研修会について 

                 県老連若手委員会 委員長 加持谷 典範 

                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 

                グループ討議(８グループ) 〈みつばちブンブンカフェ〉 

                グループ発表・まとめ 

イ 若手会員の情報交換会の開催 

  【東部】  

［期日・会場］ 平成２９年９月２２日(金) 県立福祉人材研修センター 

［参 加 者］  １４人 

【中部】  

［期日・会場］ 平成２９年９月２６日(火) 倉吉体育文化会館 

［参 加 者］  １２人 

【西部】  

［期日・会場］ 平成２９年１０月１１日(水) 米子コンベンションセンター 

［参 加 者］  １８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２９年８月２８日(月) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

        ［参 加 者]   １４１人(講師、事務局含む) 

        ［内   容]     講演 『口の健康～おいしく食べるための口腔ケア～』 

                 『健康な食事とは？』 

                    講師 中部総合事務所福祉保健局 健康支援課 

                  健康長寿支援担当 歯科衛生主任 森本 小由美 氏 

                           管理栄養士  岩本     冴 氏 

                    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  

活動発表  

                    テーマ 地域での声かけ運動 

                  ・鳥取市老人クラブ連合会   依藤 述代  

                  ・湯梨浜町高齢者クラブ連合会 会見 祐子 

                  ・江府町老人クラブ連合会   佐々木 玉枝 

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 高塚 勝  

         イ 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 

ウ  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 全老連・ブロックとの連携(研修会等への参加) 

ア 第２９回女性リーダーセミナー 

           [期日・会場]  平成２９年１１月１６日(木)～１７日(金) 東京都：全社協                    

            [不 参 加] 

イ 第４６回全国老人クラブ大会 

[期日・会場] 平成２９年１０月１８日(水)～１９日(木)                 

京都府：ロームシアター京都他 

           [参 加 者]   ２人 企画委員会委員 木村 定雄 （米子市老連会長） 

                   若手委員会委員 林  正昭 （鳥取市老連若手委員）  

         [概   要]   活動交流部会 

                           第１部会 老人クラブ活動を新地域支援事業に活かす 

               第２部会 組織的な推進による会員増強運動の展開 

               第３部会 舞台発表 演じる活動 

                     講演 講師  真宗大谷派僧侶・アナウンサー 川村 妙慶 氏 

                          アトラクション・式典 

[育成功労表彰] 沖田 博敬 (鳥取県老人クラブ連合会) 

              松永 林造  (境港市ことぶきクラブ連合会) 

 



ウ 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 

           [期日・会場] 平成２９年６月２９日(木)～３０日(金) 

                      広島県：クレイトンベイホテル 

          [参 加 者] ３０人 

[概   要] 基調報告 全国老人クラブ連合会 常務理事 齋藤 秀樹  

                   部会（活動事例発表） 

               第１部「のばそう！健康寿命」 

             第２部「担おう！地域づくりを」 

             第３部「がんばる！若手委員会」 

              事例発表者  境港市ことぶきクラブ連合会 会長 川口 昭一 

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

                 講演「呉の元気・文化を発信する大和ミュージアム」 

                 講師 大和ミュージアム館長 戸高 一成  

      総括  まとめ 

エ 平成３０年度中国・四国ブロックリーダー研修会の準備 

実行委員会の開催 

第２回実行委員会 

           [期日・会場] 平成２９年５月２９日(月) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

                  [出席の状況] 実行委員１２人・事務局４人 

                  [協議事項]  （１）平成２９年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修

会の視察について 

          第３回実行委員会 

          [期日・会場] 平成２９年８月４日(金) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

          [出席の状況] 実行委員１２人・事務局３人 

          [協議事項] （１）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 

          第４回実行委員会 

          [期日・会場] 平成２９年１０月３日(火) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

           [出席の状況] 実行委員１１人・事務局３人 

           [協議事項] （１）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 

        正副実行委員長会 

第１回正副実行委員長会 

           [期日・会場] 平成２９年８月２２日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

                   [出席の状況] 実行委員７人・事務局３人 

                   [協議事項] （１）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 

           第２回正副実行委員長会 

           [期日・会場] 平成３０年２月２７日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

                   [出席の状況] 実行委員７人・事務局３人 



                   [協議事項] （１）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 

        会場下見・打合せ 

          [期日・会場] 平成２９年６月２２日(木) 米子市：皆生グランドホテル天水                   

[出席の状況] 実行委員４人 

                   [内   容] （１）会場下見・打合せ 

          会場打合せ会 

 [期日・会場] 平成３０年２月１４日(水) 米子市：皆生グランドホテル天水                   

[出席の状況] 皆生グランドホテル天水担当者１人・名鉄観光サービス㈱３人 

実行委員２人・事務局３人 

                   [協議事項] （１）会場・部屋等確認等 

 

 （２）活動活性化助成事業による老人クラブ活動の支援 

① 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   ５３クラブ（合計３９６人） 

      新規クラブ設置            ８クラブ（合計２７０人） 

 

（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)３３号(12月 11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２９年９月１日(金) 倉吉市：倉吉未来中心 

     会長表彰 個人１２人    

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 

    老人クラブ傷害保険の加入促進 

      鳥取県の加入状況 加入人数 １，４０７人 

（平成２９年４月～平成３０年３月） 

 

（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) 



⑦ 老人クラブがめざす友愛活動 

⑧ いきいきダイヤリー 

⑨ 泣いて、笑って、昭和の子育て 

 

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２９年５月１２日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 理事１１人・監事１人・事務局４人・県長寿社会課１人 

          [議   案]  議案第１号 平成２８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 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２９年度定

時総会の招集について 

          [審議の結果]  議案第１号 議案どおり承認 

議案第２号 議案どおり承認                   

[協議事項]    (１)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 

          (２)平成２９年度共同募金による助成事業申請について 

第２回理事会 

[期日・会場] 平成２９年５月２９日(月) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 理事１２人・監事１人・事務局４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２９年８月２９日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 理事１０人・代理１人・監事２人・県長寿社会課１人・ 

ごうぎん証券株１人・事務局３人 

          [議    案] 議案第１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 

                 議案第２号 シルバー基金の財源の運用について 

                議案第３号 平成３０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 

                議案第４号 会員増強運動について 

          [議案の結果] 議案第１号 議案どおり承認 

                 議案第２号 ５千万を運用、３千万の内２千万を定期、１千万を普

通預金とすることに決定 

                議案第３号 議案どおり承認 



                議案第４号 議案どおり承認 

         [報    告] (１)職務執行状況報告について 

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

                (３)平成２９年度「活動賞」及び「１００万人会員増強特別賞」に 

ついて 

                (４)各種委員会報告について 

第４回理事会 

           [期日・会場] 平成３０年３月８日(木) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

               [出席の状況] 理事１１人・監事２人・事務局４人 

                [議     案]  議案第１号 平成３０年度事業計画書(案)、収支予算書(案)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２９年度臨 

時総会の招集について 

                議案第３号 女性委員会委員の選任について 

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

             [協議事項]  （１）役員改選について 

                （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）老人クラブ活動活性化助成事業要綱の改正について 

                （４）平成３１年度共同募金助成事業の申請について 

                （５）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３０年度社会福祉制度・予算等に対する要望の回答について 

                  （３）平成２９年度第２回都道府県・指定都市老連事務局会議につ 

いて 

イ 総会の開催 

         平成２９年度定時総会 

          [期日・会場] 平成２９年５月２９日(月) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] １９人(委任状４人）・役員１３人(理事１２人・監事１人) 

事務局４人 

          [議     案]   議案第１号 平成２８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 理事の選任について 

          [審議の結果] 議案第１号 議案どおり承認 

                議案第２号 議案どおり承認 

          平成２９年度第１回臨時総会 

          [期日・会場] 平成３０年３月２８日(水) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

          [出席の状況]  会員 １９人(委任状３人）・役員１１人(理事１０人・監事１人) 

                         事務局４人 



          [議     案] 議案第１号 平成３０年度事業計画書(案)、平成３０年度予算書

(案)について 

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

          [報     告] （１）役員改選について 

                  （２）活動活性化助成事業について 

                          (３) 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 

                  （４）平成３０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 

           ウ 監事会の開催 

         [期日・会場] 平成２９年５月９日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

         [出席の状況] 監事２人・沖田会長・事務局３人 

         [監査事項]  （１）平成２８年度事業の実施状況について 

                 （２）平成２８年度貸借対照表及び財産目録について 

                 （３）平成２８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２９年５月８日(月) 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・木村副会長・前田常務理事・

事務局４人 

         [協議事項]  （１）平成２８年度事業報告及び計算書類について 

（２）役員等の就任について 

                 （３）理事会の議案について 

                 （４）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 

                 （５）平成３０年度共同募金助成事業の申請について 

         [報     告] （１）平成２９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２９年１１月２８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・木村副会長・前田常務理事・

竹内理事・事務局３人 

         [協議事項]  （１）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 

                 （２）市町村老人クラブ連合会会長会について 

                  （３）平成３０年度役員改選について 

                 （４）平成３０年度事業方針について 

                 （５）女性委員会委員の交代について 

         [報  告]  （１）平成３０年度県議会会派要望事項について 

                （２）平成２９年度第２回生活交通確保に係る地域協議会について 

        第３回正副会長会 



         [期日・会場] 平成３０年２月２７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・竹内理事・事務局３人 

         [審議協議事項]（１）平成２９年度第４回理事会の開催について 

                   ①開催日時 平成３０年３月８日（火）１３時開会 

                       於県立福祉人材研修センター 第２小研修室 

                  ②議案 

                   ア 平成３０年度事業計画（案）及び予算（案）について 

                   イ 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会平成２９年度臨時

総会の招集について 

                   ウ 女性委員会委員の選任について 

                  ③協議事項 

                   ア 役員改選について 

                   イ 平成３１年度共同募金助成事業の申請について 

                   ウ 老人クラブ調査項目について 

                  ④報告事項 

                   ア 業務執行状況報告について 

                   イ 平成３０年度鳥取県の社会福祉制度・予算等に対する要

望の回答について 

                   ウ 平成２９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 

      オ 企画委員会の開催 

         第１回企画委員会 

          [期日・会場] 平成２９年５月３０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）平成２９年度交通安全及び高齢消費者被害防止研修会事業に

ついて 

                 （２）地域高齢者健康づくり・介護予防活動研修会の開催について 

                 （３）平成２９年度地域支え合い事業研修会について 

         第２回企画委員会 

          [期日・会場] 平成２９年８月７日(月) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

         [出席の状況] 委員９人・事務局２人 

         [協議事項]  （１）高齢者健康づくり・介護予防活動研修会の開催について 

                 （２）平成２９年度地域支え合い事業研修会について 

        第３回企画委員会 

         [期日・会場] 平成３０年２月２日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

         [出席の状況] 委員８人・事務局３人 

         [協議事項]  （１）平成２９年度事業報告について 

                 （２）平成３０年度事業計画について 

 

 



       カ シルバー基金管理運営委員会の開催 

         第１回シルバー基金管理運営委員会 

          [期日・会場] 平成２９年８月４日(金) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

          [出席の状況]  委員７人(欠席３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金の交付について 

         第２回シルバー基金管理運営委員会 

          [期日・会場] 平成３０年１月１６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(欠席１人)・欠員西部欠員１人・事務局３人 

          [協議事項]  （１）シルバー基金の財源の運用について 

                （２）平成３０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２９年６月１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人(欠席３人)・事務局２人 

          [協議・説明事項]  

（１）全老連女性代表者会議の報告について 

                 （２）平成２９年度事業計画について 

                 （３）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

参加者の記念品について 

         第２回女性委員会 

                 [期日・会場] 平成２９年９月８日(金) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

                 [出席の状況] 委員８人(欠席２人)・事務局３人 

          [協議・説明事項] 

（１）副委員長の互選について     

                （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

参加者記念品について 

                （３）市町村老人クラブ女性委員会活動事例集の活用状況アンケー

トの実施について                                 

         第３回女性委員会 

          [期日・会場] 平成２９年１１月３０日(木) 倉吉市：倉吉市上井公民館 

          [出席の状況] 委員９人(欠席１人)・市町村老連女性会員１６人・中林副会長・事

務局２人 

          [協議・説明事項] 

                              （１）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

参加者記念品について 

        第４回女性委員会 

         [期日・会場] 平成３０年３月５日（月） 倉吉市：倉吉市上井公民館 

         [出席の状況] 委員８人(欠席２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活用状況アンケート

について 

                （２）平成３０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２９年７月６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人(欠席１人)・事務局３人 

           [協議事項]  （１）「とっとり県老連だより第３３号」発行について 

         第２回広報委員会 

          [期日・会場] 平成２９年１０月３１日(火) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 委員７人(欠席１人)・事務局２人 

          [協議事項]  （１）「とっとり県老連だより第３３号」校正について 

         第３回広報委員会 

          [期日・会場] 平成３０年１月１２日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

          [出席の状況] 委員７人(欠席１人)・事務局２人 

          [協議事項]  （１）平成３０年度事業計画について 

 

      ケ 若手委員会の開催 

         第１回若手委員会 

          [期日・会場] 平成２９年６月２３日(金) 鳥取市：県立福祉人材研修センター  

          [出席の状況] 委員５人・代理１人（欠席２人）東部委員欠員・事務局３人 

          [協議事項]  （１）平成２９年度地域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の情報交換会について 

         第２回若手委員会 

          [期日・会場] 平成２９年９月８日(金) 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３人 

                 [協議事項]  （１）平成２９年度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の情報交換会について 

               第３回若手委員会 

          [期日・会場] 平成３０年１月１１日(木) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

                 [出席の状況] ７人(欠席３人)・事務局３人 

                 [協議事項]   （１）平成２９年度事業報告について 

                 （２）平成３０年度事業計画(案)について 

                 （３）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

ついて 

                              （４）第４６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２９年１２月８日(金) 倉吉市：倉吉未来中心 



                 [出席の状況] １７人(欠席２人)・事務局４人 

                 [協議事項]   （１）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 

           

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２９年６月１９日(月) 東京都：全社協                                  

        第２回評議員会 

           [期日・会場] 平成３０年３月１５日(木) 東京都：全社協  

     イ 全老連女性代表者会議 

          [期日・会場] 平成２９年５月２６日(金) 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）「高齢消費者被害防止キャンペーン」の取り組みについて 

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

参画について 

      ウ 都道府県・指定都市老連会長会議 

         [期日・会場] 平成２９年１２月４日(月)～５日(火) 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２９年６月１２日(月)～１３日(火) 東京都：全社協 

          [出 席 者]  事務局長 朝倉 香織 

          [概   要] （１）老人クラブ「１００万人会員増強運動」(第４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）老人クラブ関係補助金の活用について 

               （４）活動安全対策について 



        第２回 

           [期日・会場] 平成３０年２月７日(水) 東京都：全社協 

           [出 席 者]  事務局長 朝倉 香織 

          [概   要]   （１）平成３０年度事業計画・概算予算案について 

       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２９年４月２７日(木)～２８日(金) 

   岡山県：サン・ピーチ OKAYAMA 

           [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）提出協議 

                （２）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 

              


