
令和２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 ＊オンライン 

[期日・会場] 令和２年１０月５日（月） 東部会場：鳥取県立福祉人材研修センター 

中部会場：倉吉体育文化会館  

西部会場：米子コンベンションセンター 

   [参  加  者 ] １４４名（東部会場：５７人、中部会場：３６人、西部会場：５１人） 

   [内    容 ]  講演 

          「コロナに負けないで、しっかりボケ予防もしていきましょう！ 

         ～とっとり方式認知症予防プログラムの紹介～」 

           講師 鳥取大学医学部医学科医学教育学講座健康運動科学分野 

              准教授・医学博士  加藤 敏明 氏 

          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 

②「健康ウォーキング」の普及促進 

 健康づくり研修会 

[期日・会場] 令和２年１１月２０日（金）大山町：名和 

   [参  加  者 ] １４６人 

   [内    容 ] 「名和太平記コースウォーキング」 

          講師 ウォーキングクラブ未来（９人） 

③健康づくり推進員(５人)による指導 各市町村への指導は無し 

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）＊中止 

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 

 フレイル予防のチラシ・カレンダー配布 

 

（２）地域支え合い活動の推進 
①地域支え合い事業研修会 ＊オンライン 

 [期日・会場] 令和２年１２月９日(水)  東部会場：鳥取県立福祉人材研修センター 

中部会場：上灘公民館 

西部会場：米子コンベンションセンター  

 [参  加  者 ] １００名（東部会場：３６人、中部会場：２４人、西部会場：４０人） 

[内    容 ] 講義「コロナ禍における山梨県小菅村の取り組みについて」 

発表者  山梨県小菅村社会福祉協議会地域包括ケア部  

青柳 慶一 氏、望月 理香子 氏  



 

②老人クラブ「社会奉仕運動」の推進 

   ・日常的な奉仕・ボランティア活動の推進 

    ９月２０日の「社会奉仕の日」の実施について、新型コロナウイルスの感染防止に配 

慮し、自治体の最新情報に基づいて対応     

   ・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 

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～ 

 ・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) 

 ・地域の文化・伝承芸能などの伝承活動の推進 

 

（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 

   チラシや県老連ホームページによる情報提供 

  ②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推進及び関係機関との連携 

  ③特殊詐欺被害防止研修会 ＊中止 

啓発リーフレットを活用して、女性委員会を中心に地域の高齢者へ呼びかけ 

  

（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１７２人) 

 

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 地域活動リーダー育成研修会 ＊中止 

事例発表ＤＶＤを作成 

  [内     容］ 事例発表 ・岩美町老連 

・倉吉市老連 

・湯梨浜町老連 

・伯耆町老連  

     各市町村老連へ配布し、各単位クラブで活用 

   イ 若手会員の情報交換会 

     各地区委員による情報交換 令和２年１２月２３日（水） 

    

  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 ＊中止 

活動事例集、ものづくりレシピ集を作成し、市町村老連へ送付 

   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 

 

  ③全老連・ブロックとの連携(研修会等への参加) 

   ア 第４９回全国老人クラブ大会（山形県）＊書面開催 

表彰、活動発表等は、誌上発表とし大会要覧作成 

     [育成功労表彰]  打越 松次(境港市ことぶきクラブ連合会) 

          松本 功 (境港市ことぶきクラブ連合会) 



イ 中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会（岡山県）＊令和３年度に延期 

          

（２）活動活性化助成事業による老人クラブ活動の支援 

  新規加入会員・新規クラブ設置助成事業 （計７９０人増加） 

 ・会員数が前年度より実質５人以上増加   ３２クラブ（合計２４５人） 

 ・新規加入会員が前年度より５人以上増加  ５６クラブ（合計３６６人） 

 ・新規クラブ設置              ５クラブ（合計１７９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 「わかとりクラブ鳥取」の発行 年１回(10,000部)３６号(１２月７日発行) 

    イ 各種事業等の報道機関への情報提供 

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) ＊書面開催 

   会長表彰 個人の部 １１人、感謝の部 ３名   

  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 

   ホームページのリニューアルをし情報拡大や更新頻度を上げる等 

 

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 

 

（２）研修用教材等斡旋事業 

  ①会員章の普及（１個＋60周年記念：368個） 

  ②老人クラブ手帳（173冊）、日誌（49冊）、会計簿（84冊） 

  ③いきいきクラブ体操(ＣＤ・ＤＶＤ（2個）) 

  ④「老人クラブリーダー必携」（36冊） 

  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（1冊）・記録手帳（1冊）) 

  ⑦老人クラブがめざす友愛活動（34冊） 

  ⑧いきいきダイヤリー（2冊） 

  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 
 役員会等の開催 

  ①理事会の開催 

   第１回理事会 ＊決議の省略 

    [期   日] 令和２年５月２７日(水) 

    [議   案]  議案第１号 令和元年度事業報告並びに決算について 

                 ～ 監査報告 ～ 

           議案第２号 各種委員会委員の選任について 

           議案第３号 令和２年度定時総会の開催について 

    [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 

議案第３号 議案どおり承認 

 

 



   第２回理事会 

[期日・会場] 令和２年６月１７日(水) 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２人・事務局４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 

議案第３号 各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 議案どおり承認 

議案第３号 議案どおり承認 

[協 議 事 項] (１)ホームページのリニューアルについて 

       (２)令和３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 

 

   第３回理事会 

    [期日・会場] 令和２年９月２８日(月)  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 

    [協議事項 ]  今後の事業実施について 

[職務執行状況報告] 

     [報告事項 ] (１) 県老連会員数について 

           （２）シニアサービス社からの寄付金について 

           （３）６０周年記念会員章について 

           （４）令和２年度全国老人クラブ連合会会長表彰について 

           （５）ホームページについて 

 

   第４回理事会 

    [期日・会場] 令和３年３月５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 ２人・鳥取県長寿社会課 １人、事務局４人 

        [議     案]  議案第１号 令和２年度補正予算（案）について 

           議案第２号 令和３年度事業計画（案）及び予算（案）について 

           議案第３号 令和２年度第１回臨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 

           議案第３号 議案どおり承認 

    [協議事項 ] （１）令和４年度共同募金助成事業の申請について 

（２）令和３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 

        [報告事項 ] (１) 職務執行状況報告 

（２）老人クラブ調査項目について 

（３）令和３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 

           （４）令和２年度都道府県・指定都市老連代表者会議について 

    ［そ の 他］（１）老人クラブ保険について 

（２）令和３年度鳥取県老人クラブ連合会長表彰について 

（３）全老連教材について 

 

  ②定時総会の開催 

   令和２年度定時総会 ＊決議の省略 

    [期   日] 令和２年６月１１日(木)   

    [議     案]  議案第１号 令和元年度事業報告並びに決算について 

                 （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 議案どおり承認 

議案第２号 議案どおり承認 

        

  ③臨時総会の開催 

   令和２年度第１回臨時総会 

    [期日・会場] 令和３年３月２６日(金) 倉吉市：新日本海新聞社 

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

                 事務局４人 

    [議     案] 議案第１号 令和２年度補正予算（案）について 

           議案第２号 令和３年度事業計画（案）及び予算（案）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 

        [報告事項 ] (１) 令和４年度共同募金助成事業の申請について 

           （２）老人クラブ保険について 

           （３）老人クラブ調査項目について 

           （４）令和３年度鳥取県老人クラブ連合会長表彰について 

           （５）全老連教材について 

 

    ④監事会の開催 

    [期日・会場] 令和２年４月２７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・中林会長・事務局２人 

    [監査事項 ] （１）令和元年度事業の実施状況について 

            （２）令和元年度貸借対照表及び財産目録について 

            （３）令和元年度損益計算書について 

 

  ⑤正副会長会の開催 

   第１回正副会長会 

    [期日・会場] 令和２年４月２７日(月) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

    [出席の状況] 中林会長・木村副会長・岡森副会長・事務局４人 

[協 議 事 項] （１）令和２年度理事会、総会の開催について 

（２）令和２年度第１回理事会の開催について 

（３）全老連役員について 

        （４）令和３年度鳥取県の社会福祉制度・予算等に係る県への要望に 

ついて 

（５）令和３年度共同募金助成金事業の申請について 

（６）令和２年度事業について 

 

   第２回正副会長会 

    [期日・会場] 令和２年７月８日(水) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

    [出席の状況] 岡森会長・木村副会長・竹本副会長・岩垣副会長・事務局４人 

    [協 議 事 項] 有限会社シニアサービス社からの寄付金の活用について 

    [報告事項 ] 令和２年度研修会ついて 

             

   第３回正副会長会 

    [期日・会場] 令和２年９月１４日(月) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

    [出席の状況] 岡森会長・木村副会長・竹本副会長・岩垣副会長・事務局４人 

    [協 議 事 項] （１）令和２年度第３回理事会開催について 

           （２）令和３年度中国ブロック連絡協議会について 

           （３）県老連ホームページについて 

 



    [報告事項 ] （１）鳥取県老人クラブ連合会会長表彰について 

           （２）令和２年度全国老人クラブ連合会会長表彰について 

                        

   第４回正副会長会 

    [期日・会場] 令和３年２月１７日(水) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

    [出席の状況] 岡森会長・木村副会長・竹本副会長・岩垣副会長・事務局４人 

    [協議事項 ] （１）第４回理事会の開催について 

           （２）令和３年度新事業について 

           （３）令和３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 

 

  ⑥企画委員会の開催 

   第１回企画委員会 

    [期日・会場] 令和２年７月８日(水) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

    [出席の状況] 委員９人・岡森会長・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）令和２年度健康づくり・介護予防活動研修会の開催 

                          について 

           (３）令和２年度健康づくり研修会の開催について 

           (４）令和２年度特殊詐欺被害防止研修会の開催について 

 

   第２回企画委員会 

    [期日・会場] 令和２年９月２９日(火) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

    [出席の状況]  委員９人・岡森会長・事務局２人 

    [協議事項 ] （１）令和２年度健康づくり研修会の開催について 

            （２）令和２年度地域支え合い研修会の開催について 

 

   第３回企画委員会 ＊オンライン 

    [期日・会場] 令和３年２月１日(月) 会場：最寄りの市町村老連事務局 

    [出席の状況] 委員９人・岡森会長・事務局２人 

    [報 告 事 項]  令和２年度企画委員会事業報告について 

    [協議事項 ] 令和３年度企画委員会事業計画について 

 

   ⑦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] 令和２年１０月９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・事務局３人 

    [報 告 事 項] シルバー基金について 

    [協議事項 ] （１）委員長・副委員長の互選について 

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

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

    

  ⑧女性委員会の開催 

   第１回女性委員会 

    [期日・会場] 令和２年６月９日(月) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

    [出席の状況] 委員８人・事務局２人 

    [協議事項 ] （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）令和２年度事業計画について 

 



   第２回女性委員会 

        [期日・会場] 令和２年１０月２０日(火) 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 ] 女性リーダー研修会の振替事業について 

 

   第３回女性委員会 

        [期日・会場] 令和２年１１月２５日(水) 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）活動事例集の作成について     

          （２）物づくりレシピ集の作成について 

（３）令和３年度事業計画について  

                              

   ⑨広報委員会の開催 

   第１回広報委員会 

    [期日・会場] 令和２年６月３０日(水) 鳥取市：県立福祉人材研修センター 

    [出席の状況] 委員６人・岡森会長・業者１人・事務局２人 

    [協議事項 ] （１）委員長・副会長の互選について 

（２）「とっとり県老連だより第３６号」発行について 

（３）ホームページについて 

 

    第２回広報委員会 

    [期日・会場] 令和２年１０月２３日(金)  倉吉市：倉吉体育文化会館 

    [出席の状況] 委員７人・業者１人・事務局２人 

    [協議事項 ] （１）「とっとり県老連だより第３６号」の原稿について 

（２）ホームページについて 

 

   第３回広報委員会 

    [期日・会場] 令和２年１１月１３日(金)  倉吉市：倉吉上井公民館 

    [出席の状況] 委員８人・業者１人・事務局２人 

    [協議事項 ] （１）「とっとり県老連だより第３６号」の初校について 

（２）令和３年度事業計画について 

 

  ⑩若手委員会の開催 

   第１回若手委員会 

    [期日・会場] 令和２年６月１０日(水) 倉吉市：倉吉体育文化会館 

    [出席の状況] 委員８人・事務局２人 

    [協議事項 ] （１）副委員長の互選について 

（２）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）令和２年度事業計画について 

 

    第２回若手委員会 

    [期日・会場] 令和２年１２月２３日(水) 倉吉市：倉吉上井公民館 

        [出席の状況] 委員７人・事務局２人 

        [協議事項 ] （１）令和２年度事業報告について 

            （２）令和３年度事業計画について 

 

   ⑪市町村老人クラブ連合会事務局担当者会議 ＊中止 

 

    

            



（２）関係団体との連携 
  ①全老連・ブロックとの連携 
   ア 全老連理事会 

   第１回理事会 

    [期日・会場] 令和２年５月２９日(金) ＊書面決議 

    [出  席  者 ] 県老連会長 中林会長 

    [議 案] （１）令和元年度事業報告について 

           （２）令和元年度決算について 

           （３）分担金の見直し及び「加盟団体に関する規定」の一部改正につ 

いて 

（４）「評議員・理事・監事選任規定」の一部改正について 

（５）女性委員会委員の承認について 

（６）令和２年度評議員会の決議の省略について 

   

  イ 都道府県・指定都市老連代表者会議 

     [期日・会場] 令和３年２月２日(火) ＊Web会議 会場：鳥取県社協 

    [出  席  者 ] 事務局長 朝倉事務局長 

    [概     要 ] （１）全老連事業について 

             ・令和２年度事業の進捗状況について 

・令和３年度事業について 

・今後の全国老人クラブ大会の開催について 

           （２）老人クラブ保険について 

            

ウ 都道府県・指定都市老連事務局長会議 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

   エ 全老連政策委員会幹事会 

[期日・会場] 令和３年１月１９日(火) ＊Web会議 会場：鳥取県社協 

    [出  席  者 ] 事務局長 朝倉事務局長 

    [概     要 ] （１）令和２年度事業等の進捗状況について 

           （２）令和３年度事業等について 

（３）老人クラブ保険について 

オ 中国ブロック老人クラブ連合会連絡協議会（鳥取県）＊令和３年度に延期 

 

  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 

 

  ＊印については、新型コロナウイルス感染症の影響によるもの 


