事

業

実

施

概

要

１ 老人クラブ指導者の育成
（１）指導者研修
【 県 内 】
①市町村老連正副会長会議
７月２日（木）
・３日（金） 「レスパール藤ヶ鳴」
参加者
５８名（１３市７町１村老連会長他）
〔内 容〕
第１日目
・
「高齢者医療制度と介護保険制度について」
岡山県保健福祉部長寿社会対策課医療制度改革推進班
総括副参事
根石 憲司
・
「老人クラブの現状・課題と取り組み」
全国老人クラブ連合会 事務局長
齊藤 秀樹
・
「平成２１年度県老連事業方針・重点目標等について」
岡山県老人クラブ連合会 常務理事
滝川 誠一
・グループ討議
◎テーマ
①“会員加入促進への取組み”
②“これからの老人クラブ活動について”
第２日目
・
「高齢ドライバーの安全運転」
岡山県警察本部交通部運転免許課 課長補佐
・全体会
「会員加入促進運動」への取り組みについて
当面の老人クラブ活動の課題について
全体討議
質疑・要望等

岩井 秀治

②老人クラブリーダー研修会（７会場）…市町村老連健康づくり支援事業と併催

開催地域

開 催 日

参加人員

会 場

真 庭

９月２５日（金）

４０

勝山文化センター

岡 山

３０日（水）

３１

きらめきプラザ

新 見

１０月 ９日（金）

６３

新見市総合福祉センター

美 作

１１月 ９日（月）

５５

美作市民センター

倉 敷

１６日（月）

４０

くらしき健康福祉プラザ

津 山

２０日（金）

３３

津山総合福祉会館

東 備

２４日（火）

４３

熊山ふれあいセンター

計

３０５名

〈研修会実施内容〉
開催時間 １０：３０～１５：００
・事業説明「県老連の重点事業について」常務理事 滝川 誠一
・グループ討議“みんなが楽しい老人クラブにするために一人ひとりがど
のように考え、行動するか”
・講義「単位クラブをいかに活性化するか」
県老連
会長
吉房 信夫（真庭・倉敷・東備会場）
副会長
〃

水田 弥一郎（岡山会場）
宮長 ・（新見会場）

〃
水野 久寿也（美作・津山会場）
・全体会（グループ別報告・まとめ）
③第３４次岡山県老人福祉大学の開講（４会場各５回開催）
…市町村老連健康づくり支援事業と併催
開催場所
受講者数（名）
会 場
岡 山

２１１

岡山県総合福祉会館

倉 敷

２７１

くらしき健康福祉プラザ

津 山

１８７

津山市総合福祉会館

高 梁

１５３

高梁市文化交流館

８２２名
計
受講市町村…１２市４町

演 題

講 師

時事問題について

内藤 康裕

時事問題について

田中 収一

時事問題について

兼本 和樹

時事問題について

八木 一郎

賢い老いじたくと法律

酒井 満太

弁護士

（シンポジウム）
超高齢化社会における老人クラブ活動を考える

吉房 信夫

コーディネーター
岡山県老人クラブ連合会会長

健康長寿―地域医療の現場から

内藤 紘彦

医学博士
前赤磐市立赤磐市民病院長

山陽新聞社 論説委員

地域組織としての老人クラブについて

黒宮 亜希子 吉備国際大学社会福祉学部講師
（講師 ８名）

【中・四国】
・中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会
７月９日（木）
・１０日（金）
高知県高知市「三翠園」
参加者 １４名
〔内 容〕
第１日目…７月９日（木）
・基調報告：老人クラブの現状と課題
全国老人クラブ連合会 参事 谷野 香

・分科会（事例発表・討議）
第１分科会「健康づくり・介護予防活動の推進」
第２分科会「地域支え会い活動の推進」
事例発表…岡山市老連 副会長 今中 慶一
第３分科会「若手高齢者の組織化と活動」
第４分科会「市町村老連・単位老人クラブの活動強化」
・アトラクション
第２日目…７月１０日（金）
・太鼓演奏 宿毛市老連創年太鼓
・いきいきクラブ体操
・講演「龍馬はやっぱり生きている！？」
高知県立坂本龍馬記念館 館長 森 健志郎
・全体会（各分科会報告・質疑応答・とりまとめ）

・中国ブロック県・指定都市老人クラブ連合会連絡協議会
４月３０日（木）
・５月１日（金）
山口県山口市 参加者 ６名
〔内 容〕
第１日目…４月３０日（木）
・中央情勢（全老連）
・協議Ⅰ①情報交換
②平成２１年度事業計画・予算について
・交流親睦会
第２日目…５月１日（金）
・協議Ⅱ ①提出議題について
②その他

【全 国】
①第２７回都道府県・指定都市老人クラブリーダー中央セミナー
６月２日（火）
・３日（水）
東京都 全社協「灘尾ホール」 参加者… 柴田 正志（真庭市）

②平成２１年度老人傷害保険実務研修会
７月２７日（月）
東京都 アジュール竹芝
参加者… 県老連 事務局主事 小林 裕子

③平成２１年度第３４回都道府県・指定都市老連活動推進員研究セミナー
７月２８日（火）
東京都 アジュール竹芝
参加者… 県老連 事務局主事 小林 裕子

④第７期健康づくり中央セミナー
１１月１０日（火）～１１月１３日（金）
神奈川県葉山市 参加者… 山上 勤（岡山市） 大口 進（和気町）

⑤第３８回全国老人クラブ大会
１０月２９日（木）
・３０日（金）
奈良県奈良市「なら１００年会館」 参加者 １２名
〔内 容〕
第１日目…１０月２９日（木）
・研究部会
第１研究部会 健康づくり・介護予防活動の推進
第２研究部会 高齢者同士の支え合い活動の活動の推進
第３研究部会 環境にやさしい活動の推進
～きれいな地球を子どもたちへ
第４研究部会 仲間づくりの推進
～「活動賞」仲間づくり活動部門受賞団体の発表
第５研究部会 過疎化におけるクラブ活動

第２日目…１０月３０日（金）
・オープニング
平城の都 ようこそ奈良へ
せんとくん、まんとくん、なーむくん
「奈良県民音頭」
奈良県老人クラブ連合会 女性会員
・総会（研究部会報告）
・アトラクション
「春日舞楽」
春日大社南都楽所
・式典〈全国老人クラブ連合会長表彰受賞〉
・育成功労表彰
宮長
・（県老連副会長）
水野 久寿也（県老連副会長）
坂井 鉢郎
（倉敷市水島地区老連顧問）
・優良老人クラブ表彰
石蟹白寿会（新見市）
・優良老人クラブ連合会表彰 和気町老人クラブ連合会

⑥第１５回「在宅福祉を支える友愛活動」セミナー
平成２２年１月１４日（木）
・１５日（金）
東京都 全社協「灘尾ホール」 参加者… 水野 久寿也（津山市）

（２）男女共同参画のクラブづくり
①男女が共同参画する組織・活動づくりの推進
・女性委員会を中心とした女性組織の活性化への取り組み
・女性役員の登用促進

②女性会員によるクラブ活性化

③県老連女性委員会の運営
・県老連女性委員会総会及幹事会
・第１７回総会
６月２３日（火）１３：１５～
きらめきプラザ ７０６会議室（出席者 ３０名）
〔協議事項〕
・役員等選出について
・平成２１年度県老連事業方針について
・

〃

女性委員会活動について

・第１７回幹事会
９月１０日（木）１３：３０～
きらめきプラザ ７０６会議室（出席者 １５名）
〔協議事項〕
・平成２１年度女性リーダー研修会について
・平成２１年度子育て支援リーダー養成研修会について
・平成２２年度中国・四国ブロックリーダー研修会について

・第１８回総会

平成２２年３月９日（火）１０：３０～１２：００

きらめきプラザ ４０１会議室（出席者 ２６名）
〔協議事項〕
・平成２１年度女性リーダー研修会報告・反省等について
・平成２１年度女性委員会活動についての報告・反省等について
・第２１回全国老人クラブ連合会女性リーダーセミナー参加報告
・平成２２年度女性リーダー研修会、女性委員会活動について

④女性リーダー研修会の開催（健康づくり支援事業）
開催場所
開 催 日
参加人員

会 場

津 山

１２月 ２日（水）

７３

津山市総合福祉会館

岡 山

８日（火）

４８

きらめきプラザ

倉 敷

９日（水）

５６

くらしき健康福祉プラザ

計

１７７名

〈研修実施内容〉
〔開催時間 １０：００～１５：００〕
・事業説明「平成２２年度事業に向けて」県老連 常務理事 滝川 誠一
・講義「高齢期の運動による健康づくり」
―いつまでも輝く女性をめざして―
順天堂大学 名誉教授 武井 正子
・グループ討議
◎テーマ “私がふだん楽しみにしている活動”
・折り紙教室
・全体会（グループ報告・全体討議）

⑤第２１回老人クラブ女性リーダーセミナー
１０月１日（木）
・２日（金）
東京都 全社協「灘尾ホール」 参加者…藤井 俊子（県老連女性委員長）
進
弘子
（県老連女性委員会幹事）
小原 幸子（倉敷市老連理事）
小林 裕子（県老連事務局主事）

⑥女性委員の異動について
退 任 者
市町村名

氏

名

新 任 者

退任年月日

玉野市

長谷川 光子

５月２６日

―

―

新庄村

坂本 温子

６月１４日

久米南町

山本 百合子

９月 ２日

―

市町村名

氏

名

就任年月日

玉野市

吉田 美智子

５月２７日

吉備中央町

沼本 幸恵

６月 １日

新庄村
久米南町

津田 美佐穂
角田 登美代

６月１５日
９月 ３日

２ 老人クラブ会員の加入促進と魅力あるクラブづくり
（１）加入促進運動の取組みの概要
会員加入促進運動の３年目となる本年度は、この運動の一層の促進を図るため市町村
老連会長会議等において会員加入促進への取組みの課題検討、意見交換および会員への
運動の徹底を図るための広報活動と優良事例に対する表彰、助成を行った。

（２）会員の状況
平成２１年度の会員数は、１７６，７１３名であり前年より６，０５８名の減となり、
昨年の対前年３，８６９名の減に比べ、大幅に減少した。
会員の減少傾向へ歯止めがかかったとは言い難く、なお一層加入促進運動への取組み
が今後の課題である。

老人クラブ会員数・クラブ数・加入率の状況
区 分

２０年度（Ａ）

２１年度（Ｂ）

クラブ数

３，０１３

２，９５０

会 員 数

１８２，７７１

１７６，７１３

組 織 率

３０．７％

２８．８％

対前年増減（Ｂ－Ａ）
△

６３

△ ６，０５８
△

１．９％

（３）市町村老連等における会員加入体制の確立
この運動は市町村老連（地域・地区）段階で「会員加入促進委員会」を立ち上げるこ
とから始まるが、昨年と同様委員会を立ち上げた市町村老連は少ない。しかし正式な立
ち上げはないが総会、役員会等で運動への取り組みを協議し、地域、単位クラブで取り
組んだ例は多いものと思われる。

（４）県老連加入促進委員会の開催
①第７回県老連加入促進委員会（老人クラブ研究委員会）９月２日（水）
・
「会員加入促進運動」の表彰と助成について
・これからの「会員加入促進運動」について

②第８回県老連加入促進委員会（老人クラブ研究委員会）平成２２年１月２７日（水）
・平成２２年度「会員加入促進運動」について

（５）会議、研修会における会員加入促進運動の取組み
①市町村老連正副会長会議
７月２日（木）～３日（金）
・グループ討議 「会員加入促進への取組み」

（６）広報と表彰
①優良市町村老連、単位クラブの表彰と助成
「会員加入促進運動」表彰基準により、この運動に積極的に取り組んだ市町村老連
および単位クラブへの表彰と助成を行った。
（シルバー基金特別会計対応。別掲）
単位老人クラブ （助成金 ４千円）
・会員増加により表彰基準に該当するクラブ
３０１クラブ
・新規、復活したクラブ
４クラブ

②全老連「活動賞」 仲間づくり活動部門の受賞
・玉野市老人クラブ連合会
・倉敷市老人クラブ連合会真備地区老人クラブ
・高梁市 成羽地域老人クラブ

③広報活動
・県老人クラブ大会、市町村老連正副会長会議その他各種会議において取り組み状
況を報告し、運動の機運盛り上げに努めた。
・
「会員加入促進運動」事例集 作成

３ 地域高齢者の健康づくり・介護予防活動の推進（会員の生活を豊かにする活動）
（１）健康づくり推進委員会
・健康づくり推進委員会
・第１３回会議 ６月１９日（金）１４：００～１６：００
きらめきプラザ ７０８会議室 （出席者 １６名）
〔協議事項〕
・平成２１年度県老連が行う健康づくり支援事業の実施について
リーダー研修会
女性リーダー研修会
岡山県老人福祉大学
「高齢者の体力測定」啓発・普及モデル事業

高齢者の健康ウォーキング推進事業
健康づくり・介護予防まちづくり事業

・第１４回会議 平成２２年２月２３日（火）１３：３０～１５：００
きらめきプラザ ７０７会議室 （出席者 １６名）
〔協議事項〕
・平成２１年度県老連が行う健康づくり支援事業の報告
リーダー研修会
女性リーダー研修会
岡山県老人福祉大学
「高齢者の体力測定」啓発・普及モデル事業
高齢者の健康ウォーキング推進事業
健康づくり・介護予防まちづくり事業
・来年度事業について
（健康づくり推進委員会メンバー）
所
属

役

職

氏

名

岡山県医師会

理 事

田中

茂人

岡山県歯科医師会

理 事

池田

泰章

副会長
看護学科教授
笠岡市健康福祉課長

堀部
二宮
原田

徹
一枝
恵吾

吉備中央町福祉課長

山根

啓史

岡山県薬剤師会
岡山県立大学 保健福祉学部
岡山県市長会
岡山県町村会
岡山県保健福祉部 長寿社会対策課

課 長

森

晃朗

岡山県保健福祉部 健康対策課

課 長

則安

利昭

岡山県社会福祉協議会 長寿社会推進センター

参 与

星島

藤蔵

岡山県愛育委員連合会

会 長

藤本

貴子

岡山県栄養改善協議会

会 長

杉本

睦子

会 長

吉房

信夫

岡山県老人クラブ連合会
老人クラブ研究委員会
和気町老人クラブ連合会
高梁市老人クラブ連合会
美咲町老人クラブ連合会
岡山県老人クラブ連合会
計

藤井
俊子
女性委員会委員長
議 長
吉房信夫（再掲）
会 長
中島
慶治
会 長
笠谷
和男
会 長
山本
克彦
常務理事
滝川
誠一
１７名

・プロジェクトチーム企画委員会
・第１１回会議 平成２１年８月２５日（火）１３：３０～１５：００
きらめきプラザ ７０６会議室（出席者 １０名）
〔協議事項〕
（１）老人クラブリーダー研修会について

〔企画委員会メンバー一覧〕
氏 名
アドバイザー

備 前

備 中

美 作

市 町 村 老 連

品川 勝彦

備前県民局 健康福祉部長

矢部 哲也

岡山市老連 副会長

佐藤 悦子

瀬戸内市邑久支部 事務局

三村

前備前市老連 副会長

渚

県 老 連

片岡 卓老

倉敷市老連 副会長

評議員

三宅 幹夫

前高梁市老連 副会長

山田千代子

浅口市金光支部 副支部長

三牧小太郎

津山市老連 事務局長

萩原 賢二

前西粟倉村老連 会長

評議員

結石 久志

美咲町老連 副会長

評議員

藤井 俊子

女性委員会委員長

佐藤 豊子

女性委員会副委員長

三宅寿美子

女性委員会副委員長

吉房 信夫

会 長

県老連
女性委員

県老連

〃

加入促進委員会 委員長（再掲）

常務理事

滝川 誠一
計

〃

１５名

・第１２回会議 平成２２年３月１８日（木） １０：３０～１２：００
きらめきプラザ ７０８会議室（出席者９名）
〔協議事項〕
（１）平成２１年度県老連が行う健康づくり支援事業の報告
・岡山県老人福祉大学
・老人クラブリーダー研修会
・女性リーダー研修会
・
「高齢者の体力測定」啓発・普及モデル事業
・健康ウォーキング推進事業
・健康づくり・介護予防まちづくり事業
（２）来年度事業に向けて

（２）
「高齢者の体力測定」啓発・普及事業の実施
・第１回体力測定推進委員会
６月２９日（月）１４：００～１６：００
きらめきプラザ ７０６会議室 （出席者 １９名）
〔協議事項〕 ・体力測定委員会について
・平成２１年度「高齢者の体力測定」啓発・普及モデル事業について
・実施老連の事業予定（計画）について
・体力測定員養成講習会の実施について

・体力測定員養成講習会
８月３１日（月）１３：３０～１６：００
岡山県総合グラウンド 桃太郎アリーナ（サブ）
（出席者 ４８名）
〔内
容〕
・講習①体力測定を始める前に（健康状態チェック、注意事項等）
岡山県保健福祉部長寿社会対策課主任（保健師） 西江 恵子
・講習②体力測定種目とその目的及び測定方法、記録のとり方
岡山県南部健康づくりセンター 運動指導員 森下 明恵
高槻 祐子
・測定実習③
・講習④体力測定の生かし方・質疑応答

・第２回体力測定推進委員会
平成２２年３月１８日（木）１３：３０～１５：００
きらめきプラザ ７０７会議室 （出席者 １７名）
〔協議事項〕
・モデル事業実施老連実施報告
・県老連実施報告

〈体力測定啓発・普及モデル事業実施箇所一覧表〉
助成金先
実施箇所
シルバー基金
高梁市高梁地域・川上地域

全老連
○

和気町
継 続
平成２０・２１年実施 浅口市寄島支部

○
○

岡山市上道支部

○

赤磐市熊山支部
新 規
鏡野町
平成２１・２２年実施
新庄村

○
○
○

（３）老人福祉大学での健康講座（再掲）

（４）健康ウォーキング推進事業（健康づくり支援事業）
・
「健康ウォーキング」講習会
９月３日（木）１３：３０～１５：００
きらめきプラザ ４０１会議室（出席者 ２９名）
〔内容〕
・
「健康ウォーキング」事業について
・
「健康ウォーキング」モデル事業取り組み内容発表・意見交換
・ＤＶＤ「みんなで楽しく健康づくり 体力測定とウォーキング」上映
・ウォーキング講習
指導 南部健康づくりセンター
西河 英隆 先生

・高齢者の「健康ウォーキング推進事業」報告会
平成２２年２月２６日（金）１０：３０～１２：００
きらめきプラザ ７０６会議室（出席者 １９名）
〔協議事項〕
・各モデル事業実施老連実施報告
・県老連実施報告

〈健康ウォーキング推進事業実施箇所一覧表〉
実施箇所

市町村

岡山市灘崎支部

岡山市

赤磐市熊山支部

赤磐市

中尾福寿会

総社市

高梁市川上地域老人クラブ

高梁市

高田地区上横野やすらぎ会

津山市

（５）健康づくり・介護予防まちづくり事業（健康づくり支援事業）
・リーダー養成講習会 （受講者数 ５０名）
第１回
８月２４日（月） きらめきプラザ ３０１会議室 （出席者４６名）
第２回 １１月３０日（月） きらめきプラザ ４０１会議室 （出席者４４名）
第３回 １２月１４日（月） きらめきプラザ ４０１会議室 （出席者４２名）
修了者数 ３９名

講

第１回

座

講

師

介護予防と老人クラブ活動

岡山県老人クラブ連合会
会長 吉房 信夫

転倒・骨折予防
(高齢者の事故防止を含む)

日本赤十字社 岡山県支部
江里 美代子

高齢期の運動(実技を含む）

南部健康づくりセンター
運動指導員 森下 明恵

薬とはなに？

岡山県薬剤師会理事 片山 克彦

高齢者の食生活と低栄養の予防

管理栄養士 森山 茂子

健康なお口で楽しく長生き

岡山県歯科医師会公衆衛生部
副委員長 角谷 真一

高齢者の健康管理

岡山県医師会 理事 田中 茂人

高齢期の心の健康

岡山県療護センター 吉田 英統

認知症とどう向き合うか
―その予防と地域の支えあい―

認知症の人と家族の会岡山県支部
代表 妻井 令三

介護予防の地域づくりと
老人クラブ活動
―私たちにできること―

岡山県立大学 教授 二宮 一枝

第２回

第３回

〈健康づくり・介護予防まちづくり事業実施箇所一覧表〉
実施箇所

市町村

石蟹白寿会

新見市

浅口市老人クラブ連合会

浅口市

津山市老人クラブ連合会

津山市

和気町老人クラブ連合会

和気町

美咲町老人クラブ連合会

美咲町

（６）行政等関係機関・団体との連携
（７）全老連「活動賞」健康づくり活動部門の受賞
・浅口市老人クラブ連合会寄島支部
・高梁市川上地域老人クラブ
・津山市 古林田悠々会

４ 地域を豊かにする社会活動の推進
（１）次世代育成支援活動の推進
・子育て支援活動モデル事業の実施
・実施箇所：６市町村老連
・補 助 額：＠１０万円
・平成２１年度老人クラブの子育て支援活動モデル事業報告会
平成２２年２月２５日（木）１３：３０～１５：００
きらめきプラザ７０５会議室 （出席者 １７名）
〔協議事項〕
・各モデル事業実施クラブ状況報告（６箇所）
・県老連の子育て支援事業の取り組み経過について（意見交換）

〈子育て支援モデル事業実施箇所一覧表〉
実施箇所
岡山市老人クラブ連合会吉備支部
陵南小学校区老人クラブ連合会

市町村
岡山市

備 前
吉備中央町老人クラブ連合会

備 中

吉備中央町

赤磐市老人クラブ連合会熊山支部

赤磐市

倉敷市老人クラブ連合会
真備地区老連箭田支部

倉敷市

真庭市老人クラブ連合会落合支部

真庭市

鏡野町老人クラブ連合会

鏡野町

美 作

・子育て支援リーダー養成講習会
９月２８日（月）１１：００～１５：００
きらめきプラザ７０５会議室（出席者 ３３名）

・講義「老人クラブの子育て支援活動」 県老連会長 吉房 信夫
・折り紙指導 日本折り紙協会認定教師 片岡 元子

（２）在宅福祉を支える友愛活動
・
「寝たきりゼロ作戦１０ヶ条」実施の奨励（県老連提唱）
・目くばり・気くばりネットワークの推進（県老連提唱）
・虚弱、ひとり暮らし、認知症の仲間を支える友愛活動
・地域福祉活動事業の推進

各種事業の中で
推進

（３）全国一斉「社会奉仕の日」～きれいな地球を子どもたちへ～の推進
・９月２０日全国一斉社会奉仕の日
・花いっぱい活動

５ 高齢者の安全・安心を支える活動
（１）高齢者の交通安全対策
高齢者が関係する交通事故が増加傾向にあり、交通安全講習会等機会あるごとに安
全意識の徹底をはかった。
①２１年春の交通安全県民運動
４月６日～１５日（１０日間）
②２１年度高齢者交通安全県民運動
４月１日～平成２２年３月末

（２）悪徳商法等防犯安全対策
・悪徳商法など高齢者の消費者トラブル防止のためのＰＲ活動

６ 市町村老連及び他団体との連携
（１）市町村老連との連携
・市町村老連正副会長会議（再掲）
・市町村老連事務担当者会議
４月２８日（火）１３：３０～
きらめきプラザ ７０５会議室
参加者 １２名（１１市町村）
〔内 容〕
・平成２１年度県老連事業概要と会員加入促進について
岡山県老人クラブ連合会常務理事 前原 啓之
・平成２１年度県老連事業内容と事務取扱について
・情報交換・質疑

（市町村老連事業等へ出席… ２回）
５月１４日（木）倉敷市老連倉敷地区総会
５月２６日（火）岡山市老連総会

（２）関係諸団体との連携
・岡山県社会福祉協議会…岡山県総合社会福祉大会・岡山県老人クラブ大会他
・岡山県民生委員・児童委員協議会
・岡山県ホームヘルパー連絡協議会
・岡山県シルバー人材センター連合会
・岡山県共同募金会…街頭募金活動他
・岡山県生涯学習センター
・岡山県交通安全対策協議会
・岡山県消費生活センター
・その他
岡山県医師会…健康づくり推進委員会 委員
岡山県歯科医師会…健康づくり推進委員会 委員
岡山県薬剤師会…健康づくり推進委員会 委員
岡山県栄養改善協議会

（関係諸団体会議等への出席…２８回）
【平成２１年】 ４月 １日（水）岡山県社会福祉協議会平成２１年度第１回理事会
８日（水）全国都市緑化祭
１３日（月）共同募金配分交付式及び事務説明会
５月１０日（日）天皇陛下御即位二十周年
岡山県奉祝委員会並びに設立総会
１５日（金）平成２１年度岡山県総合社会福祉大会
第１回打合せ会
２６日（火）第２５回国民文化祭岡山県実行委員会第３回総会
２９日（金）岡山県社会福祉協議会平成２１年度第２回理事会
６月 ２日（火）岡山県交通安全対策協議会理事会
平成２１年度第１回
岡山県介護保険制度推進委員会
８日（月）平成２１年度岡山県総合社会福祉大会
第２回打合せ会
７月 １日（水）青少年問題を考え行動する１００人委員会
１３日（月）第３０回児島湖流域環境保全対策推進協議会総会
２８日（火）岡山県交通安全対策協議会交通安全対策部会
９月 １日（火）平成２１年度新公益法人制度に関する説明会
１５日（火）平成２１年度岡山県総合社会福祉大会
第３回打合せ会
２０日（日）生き生き！元気高齢者の集い
１０月 １日（木）岡山県共同募金オープニングセレモニー
９日（金）岡山県社会福祉協議会平成２１年度第３回理事会
１１月 ６日（金）岡山県介護保険審査会本庁合議体
１２月１４日（月）平成２１年度岡山県総合社会福祉大会
第４回打合せ会

１５日（火）平成２１年度第１回岡山県後期高齢者医療審査会
２１日（月）岡山県社会福祉協議会平成２１年度第４回理事会
【平成２２年】 １月２０日（水）平成２１年度新公益法人に関する説明会
２月 ９日（火）岡山県交通安全対策協議会
１２日（金）平成２１年度第２回岡山県介護保険制度推進委員会
３月１７日（水）岡山県社会福祉協議会平成２１年度第５回理事会
特定公益増進法人寄付金使途審査委員会
１９日（金）平成２１年度第２回長寿社会推進団体連絡協議会

７ 老人クラブ大会の開催と参加
①第４６回岡山県老人クラブ大会
１０月２１日（水）１０：３０～１５：３０
岡山市「岡山市民会館」 参加者総数… 約１，３７５名
〔第一部〕式典（表彰）
・岡山県知事表彰
（優良老人クラブ）… １１クラブ
・岡山県保健福祉部長表彰
（優良老人クラブ）… ２０クラブ
・岡山県老人クラブ連合会長表彰
（老人クラブ運営功労者）… ７３名
（老人クラブ運営協力者）… ４９名
（優良老人クラブ）…３３クラブ
・山陽新聞社会事業団理事長感謝状
（優良老人クラブ）…３老連

〔第二部〕健康体操 中京大学体育学部長 教授 湯浅 景元
〔第三部〕講演会①
演題 「健康長寿への道」～誰がどうする介護予防～
講師 国立長寿医療センター研究所所長 鈴木 隆雄
講演会②
演題 「介護・家族・人生観」
講師 歌手 橋 幸夫

②第３８回全国老人クラブ大会（再掲）
１０月２９日（木）
・３０日（金）
奈良県奈良市「奈良１００年会館」 参加者総数… １２名
③平成２１年度岡山県総合社会福祉大会
１０月７日（水）岡山市「岡山市民会館」
・老人クラブ会員参加者… ４１名

④第２２回全国健康福祉祭「地域文化伝承館」
９月５日（土）～７日（月）北海道
・パンフレットを各市町村に配布し、参加依頼を行った。

８ 広報活動
①機関紙 山紫水明「おかやま県老連だより」の発行
第７０号 ３０，０００部…８月３１日発行
第７１号 ５０，０００部…平成２２年２月１５日発行

②県老連ホームページの作成等情報公開への取り組み

９ シルバー基金の運営管理
①シルバー基金運営委員会の開催
・第１回運営委員会
１１月１２日（木）１３：３０～１５：００
きらめきプラザ ７０６会議室 （出席者 ７名）
〔協議事項〕
・平成２１年度「会員加入促進運動」の奨励金について
・当面のシルバー基金の運用について
・平成２２年度シルバー基金事業について
「高齢者の体力測定」啓発・普及モデル事業について
「会員加入促進運動」について

②シルバー基金果実の活用
・
「高齢者の体力測定」啓発・普及事業の実施（別掲）
・会員加入促進モデル市町村老連等の表彰
「会員加入促進運動」表彰
単位クラブ
新規設立・復活クラブ

３０１クラブ
４クラブ

１０ 表彰
①表彰選考会
・全国老人クラブ大会表彰選考委員会（第３回正副会長会議）
６月２９日（月） きらめきプラザ 県老連 事務所
〔協議内容〕
・平成２１年第３８回全国老人クラブ大会における表彰選考について
・老人クラブ育成功労者
・優良老人クラブ
・優良郡市区町村老連
・平成２１年度全国老人クラブ連合会『活動賞』の推薦について

・
「会員加入促進運動」表彰選考委員会（第４回正副会長会議）
８月４日（火） きらめきプラザ 県老連 事務所
〔協議内容〕
・
「会員加入促進運動」表彰選考について
・岡山県老人クラブ大会表彰選考委員会（第５回正副会長会議）
８月１９日（水） きらめきプラザ 県老連 事務所
〔協議内容〕
・第４６回岡山県老人クラブ大会における表彰選考について
・老人クラブ運営功労者
・老人クラブ運営協力者
・優良老人クラブ
・山陽新聞社会事業団理事長感謝状
②表 彰
・老人クラブ運営功労者・協力者の表彰（再掲）

１１ 法人運営
（１）諸会議
①県老連諸会議
・正副会長会議
・第１回正副会長会議
４月２８日（火） きらめきプラザ ７０１会議室
・役員等改選について
・平成２０年度県老連一般会計事業報告について
・平成２０年度県老連一般会計収支決算について
・平成２０年度県職員退職給与積立金特別会計収支決算について
・平成２０年度県老連「シルバー基金」特別会計
事業報告及び特別会計収支決算（案）について
・寄付行為の一部改正（案）について

・第２回正副会長会議
６月２日（火） きらめきプラザ ７０２会議室

・第３回正副会長会議（全国老人クラブ大会表彰選考委員会）
６月２９日（月）
きらめきプラザ 県老連 事務所
・第３８回全国老人クラブ大会における表彰選考について

・第４回正副会長会議（会員加入促進運動表彰選考委員会）
８月４日（火）きらめきプラザ 県老連 事務所

・第５回正副会長会議（岡山県老人クラブ大会選考委員会）
８月１９日（水） きらめきプラザ 県老連 事務所

・第４６回岡山県老人クラブ大会に関する表彰選考について

・第６回正副会長会議
９月２日（水） きらめきプラザ 県老連 事務所
・第４６回岡山県老人クラブ大会について
・平成２１年度老人クラブリーダー研修会について
・平成２１年度老人クラブ女性リーダー研修会について

・第７回正副会長会議
１２月２１日（月） きらめきプラザ 県老連 事務所
・平成２２年度県老連事業について

・第８回正副会長会議
平成２２年２月２４日（水） きらめきプラザ 県老連 事務所
・平成２２年度県老連事業について

・第９回正副会長会議
平成２２年３月５日（金）きらめきプラザ 県老連 事務所
・平成２１年度第２回県老連理事・評議員会について
・平成２２年度事業計画・収支予算（案）について

・理事会・評議員会
・第１回理事会・評議員会
５月２８日（木）
きらめきプラザ４０１会議室（理事・評議員会）７０６会議室（理事会）
（出席者 ５４名）
〔議案〕第１号議案 役員改選について
第２号議案 平成２０年度県老連一般会計事業報告について
第３号議案 平成２０年度一般会計収支決算について
第４号議案 平成２０年度職員退職手当積立金特別会計
収支決算について
第５号議案 平成２０年度「シルバー基金」特別会計
事業報告及び収支決算について
第６号議案 役員改選について
・第２回理事会・評議員会
平成２２年３月２６日（金）
きらめきプラザ４０１会議室（理事・評議員会）
（出席者 ４６名）
〔議案〕第１号議案 平成２１年度一般会計収支補正予算（案）について
第２号議案 寄付行為の一部変更（案）について
第３号議案 岡山県老人クラブ連合会表彰規程の一部改正（案）
について
第４号議案 平成２２年度一般会計事業計画（案）について
第５号議案 平成２２年度一般会計収支予算（案）について

第６号議案 平成２２年度「シルバー基金」事業計画及び特別
会計収支予算について（案）
第７号議案 平成２２年度一時借入金について（案）
・監査
５月１１日（月）きらめきプラザ ７０１会議室 （出席者１０名）
・平成２０年度「一般会計」
「特別会計」
「シルバー基金」監査
・老人クラブ研究委員会
・第２０回老人クラブ研究委員会（第７回県老連会員加入促進委員会）
９月２日（水）
１３：３０～１５：００
きらめきプラザ ７０６会議室 （出席者 １２名）
〔協議事項〕
・
「会員加入促進運動」の表彰と助成について
・これからの「会員加入促進運動」について

・第２１回老人クラブ研究委員会（第８回県老連会員加入促進委員会）
平成２２年１月２７日（水）１０：３０～１２：００
きらめきプラザ ７０７会議室 （出席者 １０名）
〔協議事項〕
・平成２２年度「会員加入促進運動」について

役員の変更
理事・評議員の異動について
退 任 者
市町村名
氏
名
退任年月日
備前市
三村
渚
５月１９日

市町村名
備前市

新 任 者
氏
名
井上 邦允

就任年月日
５月２０日

岡山市
井原市

剣持 美昌

５月２６日

岡山市

兼坂 祐造

５月２７日

石丸 警吾

５月１７日

井原市

正時 三郎

５月１８日

〃

三原 昭芳

５月１７日

〃

山木 啓史

５月１８日

―

―
前原 啓之
金森 弘充

―
５月３１日
６月１４日

笠岡市
―
新庄村

平井 重男
滝川 誠一
藤井
篤

５月２５日
６月 １日
６月１５日

―
新庄村

②中国ブロック県・指定都市老連連絡協議会（再掲）
４月３０日（木）
・５月１日（金） 山口県

参加者 ６名

③全老連関係諸会議
・全老連第９１回理事会・第９４回評議員会
平成２１年 ５月２７日（水）
・全老連第９２回理事会・第９５回評議員会
平成２２年 ３月２５日（木）
・全老連常任理事会
平成２１年 ５月１５日（金）
・
〃
〃
７月３０日（木）
・
〃
〃
１１月１１日（水）
・
〃
平成２２年 ３月１２日（金）
・都道府県・指定都市老連会長会議
平成２１年１２月１０日（木）
・１１日（金）
・全老連第３３回女性委員会総会
〃
５月２０日（水）
・全老連第３４回女性委員会総会
〃
１０月 ２日（金）

・都道府県・指定都市老連事務局長会議
・
〃

〃 ６月２５日（木）
・２６日（金）
平成２２年 ２月１０日（水）

（２）新公益法人制度への移行準備

・新公益法人移行検討委員会の設置
・新会計基準に基づく会計処理
・事務事業の見直しと自主財源確保等財務基盤の確保

（３）情報公開への取り組み
・情報公開規程の施行
・県老連ホームページの充実
ホームページアドレス http://www.kirameki-plz.com/~okaroren/

１２ その他
（１）老人クラブ保険・会員章の普及
・老人クラブ保険
各単位クラブが加入（平成２１年４月～平成２２年３月）
加入クラブ数 … ２９２クラブ・加入人員 … ６，０６１人
・会員章
ピン式 ３２０個・タック式 ２１４個

（２）義援金
・台風９号美作市水害災害救援拠金
・６８４，４４５円（１７市町村老連）

