
 

事 業 実 施 概 要 
 

（公益目的事業） 

 

Ⅰ 会員の生活を豊かにする活動 
 
【公１】 第３８次岡山県老人福祉大学の開講 

・会 場 ： 岡山、倉敷、津山、高梁 
・受講生 ： ８６４名（会員と一般高齢者） 

 講    義 講    師 

６月 
「心臓血管疾患の予防と治療」 
「糖尿病と生活習慣病」 

心臓病センター榊原病院 医師 

７月 
「老いの準備エッセンシャル 

―事前指示書について 
考えてみましょう―」

川崎医療福祉大学 
医療福祉学部 講師 

服鳥 景子  氏

９月 「歌声で活力のある人生を」 
岡山アコーディオンクラブ会長 

桧山 武雄 氏

１０月 時事問題 山陽新聞社論説委員会 委員 

１１月 「人生を笑いで描く芸能・狂言」 狂言師  田賀屋 夙生  氏 

  

修了者 ７７３名 
奨励賞 １１４名 
栄誉賞   ４１名 

 
【公２】健康づくり支援事業 

（１）健康づくり・介護予防まちづくり事業 
        ・リーダー養成講習会の開催（受講者数３８名） 

きらめきプラザ３０１，４０１会議室 
第１回 ７月２５日（木） （出席者３６名） 
第２回 ８月 ２日（金） （出席者２９名） 
第３回 ８月２０日（火） （出席者３４名） 
第４回  ９月 ６日（金）  （出席者３１名） 

修了者２７名 



 

  講    座 講    師 

第１回 

後期高齢者医療制度・ 
国民健康保険制度について 岡山県 長寿社会課 竹原 祐一 氏 

高齢者の健康と安全 
日本赤十字社岡山県支部  

江里 美代子 氏 

高齢期の心の健康（認知症を含む） 岡山県医師会   田中 茂人 氏 

第２回 
正しい薬の使い方 岡山県薬剤師会  尾上 洋 氏 

高齢者の健康管理 岡山県医師会   田中 茂人 氏 

第３回 

高齢期の運動・ 
高齢者の体力測定（実技を含む） 南部健康づくりセンター  森下 明恵 氏

高齢者のお口の健康，体の健康 岡山県歯科医師会  横見 由貴夫 氏

第４回 
高齢者の健康と食生活 岡山県栄養士会   森本 美登里 氏

介護予防の地域づくりと 
老人クラブ活動 岡山県立大学 教授 二宮 一枝 氏 

・健康づくり・介護予防まちづくり事業の実施 
・実施箇所：継続４ヶ所 
・補 助 額：１ヶ所１０万円 

〈健康づくり・介護予防まちづくり事業実施箇所一覧表〉 

継続 

笠岡市 北川地区 
高梁市 玉川親友会 
新見市 高尾長寿クラブ 
赤磐市 山陽支部 

・第１１期健康づくり中央セミナー派遣 
１１月２０日（水）～１１月２２日（金） 

神奈川県葉山市 ロフォス湘南 

 参加者… 浅野 学（岡山市）、大月 進（高梁市） 

 
（２）老人福祉大学での健康講座（再掲）      

・開催場所 ４会場 （岡山、倉敷、高梁、津山）受講生 ８６４人 

 

（３）第２回岡山県高齢者グラウンド・ゴルフ大会 

  ・開催場所：岡山県総合グラウンド（カンコースタジアム） 

  ・開催時期：１１月２８日（木） 

  ・参加人数：７８４名 



 

第 1 回運営委員会  ７月２９日（月）きらめきプラザ７０８会議室 

第２回運営委員会 １１月１３日（水）きらめきプラザ７０７会議室 

 

（４）健康づくり支援事業「地域の元気づくり事業」 

   ・実施箇所：１６市町村老連 

   ・補助額 ：１ヶ所１０万円以内 

※１ヶ所１０万×６ヵ所（健康寿命長期化モデル事業） 

 １ヶ所１０万×１０ヵ所（シルバー基金） 

 市町村 実 施 箇 所 

健康寿命長期化

モデル事業 

倉敷市 児島地区老人クラブ連合会 児島支部 
津山市老人クラブ連合会 
笠岡市 今井地区老人クラブ連合会 
高梁市 中井長寿クラブ 
新見市 長屋長寿会 

新庄村老人クラブ連合会 
 
 
 
 

地域の元気 
づくり事業 

岡山市 岡南学区老人クラブ連合会 
岡山市 芳泉学区老人クラブ連合会 
玉野市 大崎小学校区老人クラブ連合会 
笠岡市 大島地区老人クラブ連合会 

瀬戸内市老人クラブ連合会 
赤磐市老人クラブ連合会 
真庭市 顆山会 

美作市老人クラブ連合会 
鏡野町老人クラブ連合会 
西粟倉村老人クラブ連合会 

 

（５）資料・教材等普及事業 
老人クラブの実施する事業の適正化のため老人クラブ手帳、活動日誌、老人 

クラブ会計簿の普及に努めた。 
 

Ⅱ 地域を豊かにする社会活動 

 

【公３】 地域福祉支援活動推進事業  

（１）次世代育成支援事業 

○ 次世代育成支援活動の推進 



 

・次世代育成支援事業の実施 

実施箇所：６市町村老連 

補助額  ：１ヶ所１０万円 

〈次世代支援モデル事業実施箇所一覧表〉 

市町村 実 施 箇 所 
倉敷市 倉敷地区老人クラブ連合会 万寿学区 
津山市 勝北支部 
笠岡市 白石島老人クラブ連合会 
高梁市 成羽地域老人クラブ 
新見市 大佐地区老人クラブ連合会 
赤磐市 山陽北小学校区 

・次世代育成支援リーダー養成講習会 
平成２６年２月１８日（火）１３：００～１５：００  
きらめきプラザ７０５会議室（出席者 ３４名） 
・講演① 演題 「次世代育成支援活動について」 

       講師 岡山県保健福祉部子ども未来課  若林 稔 総括参事 
  ・講演② 演題 「子どもと遊ぼう」 
     講師 岡山県レクリエーション協会  南波 紀子 氏 

 
（２）在宅福祉を支える友愛活動 

○地域福祉活動事業の推進 

・第１９回「在宅福祉を支える友愛活動」セミナー派遣 

平成２６年１月１６日（木）・１７日（金） 

東京都 全社協 第３～５会議室  

参加者… 菊地 和子（倉敷市） 

       

（３）高齢者の安全・安心を支える活動 

    ・ 高齢者の安全対策 

高齢者が関係する交通死亡事故が増加する傾向にあり、これに対処する

ため、市町村老連正副会長会議等機会あるごとに法令順守等安全意識の徹

底をはかった。 
①  平成２５年春の交通安全県民運動    ５月６日～１５日（１０日間） 

〃   秋の交通安全県民運動   ９月２１日～３０日（１０日間） 
②  平成２５年度高齢者交通安全県民運動 １０月１日～１１月３０日 

（２か月間） 



 

                    
（４）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 

  

Ⅲ 組織・運営体制の確立 

 

１ 老人クラブ指導者の育成 
【公４】 研修会事業 

（１）高齢者地域リーダー研修会 

〈研修会実施内容〉 

        [開催時間 １０：００～１５：００] 

・事業説明「平成２５年度県老連事業について」 

常務理事 滝川 誠一 

・（事例発表）グループ討議 

◎テーマ 

“若手委員会の提言を踏まえたクラブ活動の活性化方策について” 

・講義「県老連の目指す方向について」  

              県老連会長  山上 勤 

   「地域における老人クラブ活動について」 

              県老連監事  今中 慶一     

                ・全体会・閉会（グループ報告・まとめ・意見交換） 

 

開催地域 開 催 日 参加人員 会 場 

東  備 ６月１８日（火）    ４０ くまやまふれあいセンター

高  梁 ７月 ５日（金）    ５９ 高梁総合文化会館 

美  作 ７月 ９日（火）    ４７ 湯郷地域交流センター 

津  山 ８月２３日（金）    ８０ 津山市総合福祉会館 

岡  山 ８月２９日（木） １２１ きらめきプラザ 

倉  敷   ９月２５日（水） ７２ くらしき健康福祉プラザ 

 計 ４１９名  

 

 

 

 

 



 

○ 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２２日（月） 鳥取県   参加者 ４名   

〔内 容〕 

・中央情勢（全老連） 

・協議Ⅰ ①情報交換・提出議題・協議事項 

         ②平成２５年度事業計画・予算について 

          ③提出議題について 

     ・交流会 
 

○ 第３１回都道府県・指定都市老人クラブリーダー中央セミナー派遣 

    ６月３日（月）・４日（火）  

東京都 全社協「第３～５会議室」参加者… 片岡 孝行（瀬戸内市） 

 佐藤 悦子（  〃  ) 

○ 全国老人クラブ大会 

第４２回全国老人クラブ大会 
１０月１日（火）・２日（水）岩手県民会館他  参加者 １０名 

〔内 容〕 
・第１日 活動交流部会 いわて県民情報交流センター他 

１部会 健康づくり・介護予防活動の推進 
２部会 わがクラブの活性化、加入促進プラン 
    『全員参加型の“夢おいクラブ”を目指して！』 
          今中 慶一（岡山市老連会長代行） 
３部会 女性会員による元気なクラブづくり 
〈全老連女性委員会２０周年記念パネルディスカッション〉 
４部会 住みよいまちづくりへの取り組み 
５部会 東日本大震災と老人クラブ 
  ～全国からの支援に感謝します〈岩手県老連企画部会〉 

・第２日 式 典 岩手県民会館 
      ・活動交流部会報告 

・アトラクション 
             ・式典 

〈全国老人クラブ連合会長表彰受賞〉 
・育成功労表彰    山本 克彦（県老連副会長）      

三宅 壽美子（県老連元理事） 

三宅 重孝（玉野市老連副会長） 



 

・優良老人クラブ表彰  唐松健生会（新見市） 

・優良郡市町村老人クラブ連合会表彰 

                    備前市老人クラブ連合会 

                    赤磐市老人クラブ連合会山陽支部 

 

○全老連「活動賞」の受賞 

仲間づくり活動部門 

・岡山市 西辛川老人クラブ 
・新見市 高尾長寿クラブ 
・久米郡 久米南町老人クラブ連合会 

健康づくり活動部門 

                ・岡山市 ゆうゆうクラブ 

・瀬戸内市 邑久支部 

・新見市 ゆずりは城楽会 

ボランティア活動部門 

・赤磐市 悠友会 
・高梁市 中井長寿クラブ 
・新見市  寿健康クラブ 

（２）女性リーダー研修会  

〈研修実施内容〉 

       〔開催時間 １０：００～１５：００〕 

        ・事業説明「平成２６年度事業に向けて」常務理事 滝川 誠一 

        ・講義「高齢者の食生活について」 

・津山会場：岡山県栄養士会 管理栄養士  砂田 眞紀 氏 

・岡山会場：      〃                  森本 美登里 氏 

・倉敷会場：   〃                川上 由起子 氏 

・折り紙・小物作り教室 

・グループ討議 

          ◎テーマ“老人クラブにおける女性委員の役割と楽しいクラブ 

づくりについて” 

        ・全体会（グループ報告・全体討議） 

 

 

 

 



 

開催場所 開 催 日 参加人員 会 場 

津 山 １２月 ２日（月） ４７ 津山市総合福祉会館 

岡  山 １２月  ４日（水） ４８ きらめきプラザ 

倉  敷 １２月  ６日（金） ７６ くらしき健康福祉プラザ 

 計 １７１名  

 

 ○ 第２５回老人クラブ女性リーダーセミナー派遣 

       １１月２５日（月）・２６日（火） 

東京都 全社協会議室  

参加者 … 田村 満須三（県老連女性委員長） 

山本 敬江（県老連女性副委員長） 

 
【公５】 

（１）第５０回岡山県老人クラブ大会 

         １０月１０日（木）１３：００～１５：１５ 

岡山県総合福祉会館大ホール   参加者総数… 約３５０名 

〔第一部〕 
・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）… １５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）… ７０名 
（老人クラブ運営協力者）… ４５名 
（優良老人クラブ）…１９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）…４クラブ 

〔第二部〕 
―事例発表―（岡山市、備前地区、備中地区、美作地区） 
① 「グラウンド・ゴルフを通じて多くの仲間づくり」 

                 岡山市  苅田 一郎 
② 「健康づくりの輪を広げよう」   赤磐市  三村 勉 
③ 「いらっしゃい、ふたご２５」   倉敷市  山﨑 俊江 
④ 「創立５０周年記念事業の取り組みについて」 

                 津山市  藤本 毅 
 



 

（その他事業） 

 

【他１】 老人クラブ活動推進事業 

   （１）組織強化推進事業 

   
１）会員加入促進事業 

老人クラブ会員数・クラブ数・加入率の状況 

区 分 ２４年度（Ａ） ２５年度（Ｂ） 対前年増減（Ｂ－Ａ）

クラブ数 ２，８７７クラブ ２，８６０クラブ △１７クラブ 
会 員 数 １６７，９６０人 １６４，３４７人 △３，６１３人 
組 織 率 ２５．８％ ２５．０％    △０．８％ 

 

 

   ○ 県老連 

会員加入促進委員会の開催 

①  第１３回県老連加入促進委員会（老人クラブ研究委員会） 

平成２６年１月２４日（金）１３：００～１５：００ 
きらめきプラザ７０７会議室 （出席者９名） 
〔協議事項〕 

・平成２４年度実施「会員加入促進運動」表彰状況について 

・平成２５年度実施「会員加入促進運動」実施要領並びに表彰基準 
・平成２６年度実施「会員加入促進運動」実施要領並びに表彰基準(案) 

について 
 

   ○ 市町村老連等における会員加入促進体制の確立 

・男女が共同参画する組織・活動づくりの推進 

・女性会員によるクラブ活性化（再掲） 
・いきいき生活応援優待利用証「楽・楽カード」の発行・活用 

・若手委員会からの提言（平成２５年１月１日）に基づく活動の推進 

 

（２）各種会議・大会等開催・派遣等事業 

 

１）表 彰 

○ 岡山県老人クラブ大会（再掲） 

○ 全国老人クラブ大会（再掲） 



 

２）広報活動 

①機関紙 晴ればれシニア岡山「おかやま県老連だより」の発行 
第７８号 ５０，０００部…        ８月１６日発行 
機関紙 晴ればれシニア岡山「おかやま県老連だより」の発行 
第７９号 ５０，０００部…平成２６年２月１７日発行 

②県老連ホームページの充実 

 

３）調査研究 

 
４）全老連関係諸会議 

・全老連第４１回女性委員会総会          ５月２３日（火） 

・全老連 第１０３回評議員会         ５月３１日（木） 

・都道府県・指定都市老連事務局長会議     ６月２４日（月） 

・全老連第４２回女性委員会総会       １１月２６日（火） 

・都道府県・指定都市老連会長会議         １２月 ３日（火）４日（水） 

・都道府県・指定都市老連事務局長会議    平成２６年２月４日（火） 

・全老連 第１０４回評議員会           平成２６年３月７日（金） 

 

５）市町村老連正・副会長会議 

          平成２６年２月１３日（木）・１４日（金） 「岡山いこいの村」 

       参加者  ６５名（２１市町村老連会長他） 

       〔内 容〕 

      第１日目 

       ・事業説明 

「平成２６年度県老連事業方針、計画・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 

・講 演 

「高齢者の交通事故防止について」 

 岡山県警交通部交通企画課 参事官  香山 直人 氏  

・グループ討議 

◎テーマ  ①会長との信頼関係をつくろう！ 

若手・女性の発想と行動力を活かそう！ 

           ②これからの老人クラブ活動について 

     諸事業の問題点、課題と解決策・見通しについて 

        



 

第２日目・・・・降雪のため中止 

  ・講 演 

「地域の元気づくりと老人クラブの関わり」 

motto ひょうご 事務局長  栗木 剛 氏  

「高齢者の詐欺被害防止について」他 

                           岡山県警生活安全企画課 瀬戸内市 『泉の会』 

・全体会 

グループ討議結果報告 

当面の老人クラブ活動の課題について 

全体討議，質疑等 

 

６）中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会 

 ６月２７日（木）・２８日（金）島根県  参加者 １０名 

〔内 容〕 

第１日目…６月２７日（木） 

       ・基調報告：「活性化計画の総括と今後に向けて」 

                   「老人クラブ傷害保険について」 

全国老人クラブ連合会 理事・事務局長 齊藤 秀樹 氏   

・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」 
『健康づくりの輪を広げよう』 三村 勉（赤磐市老連会長）  

第２分科会「地域支え合い活動の推進」    
第３分科会「若手高齢者の活動実践と加入促進」 
第４分科会「安心・安全なまちづくりの推進」 

・アトラクション 
第２日目…６月２８日（金） 

 ・いきいきクラブ体操 

・講演 「地域活性化の一翼を担う老人クラブの役割 

―老人クラブの存在価値― 」 

講師  島根大学名誉教授 北川 泉 氏 

・全体会（各分科会報告・質疑応答・とりまとめ） 

 

７）市町村老連事務担当者会議 

平成２６年２月２０日（木）１３：１５～１５：３０ 

きらめきプラザ ７０５会議室  参加者３０名（２２市町村）  



 

                （市町村老連事業等へ出席… ８回） 

５月２２日（水）真庭市老連総会 
５月２４日（金）岡山市老連総会 
６月２８日（金）和気町老連大会 
９月１９日（木）赤磐市老連シニア大学 
９月２６日（木）津山市老連５０周年記念式典 

１１月１２日（木）岡山市老連高齢者福祉大会 
１１月２２日（木）井原市老連老人クラブ大会 

平成２６年２月２５日（火）勝田郡老人クラブ連合会指導者研修会 
 

８） 正・副会長会議（きらめきプラザ） 

・第１回  ４月１９日（金）   
・第２回  ６月１９日（水）（全老連関係表彰選考委員会） 
・第３回  ７月２９日（月）（岡山県老連会長表彰選考委員会）   
・第４回  ９月１０日（火）    
・第５回 １１月１３日（水）  
・第６回 平成２６年１月２４日（金） 
・臨 時 平成２６年２月１３日（木）（いこいの村）  
・第７回 平成２６年３月６日（木） 

 
９）シルバー基金運営委員会 

① シルバー基金運営委員会の開催 

平成２６年３月１４日（金）１３：００～１５：００ 

きらめきプラザ ７０７会議室 （出席者１０名） 

〔協議事項〕 

（１）平成２５年度シルバー基金の運用状況について 

（２）平成２６年度シルバー基金の運用について 

（３）平成２５年度シルバー基金事業について 

（地域の元気づくり事業） 

（４）平成２６年度シルバー基金事業について 

                          （５）その他 

② シルバー基金果実の活用 
・地域の元気づくり事業（再掲） 

 

 



 

１０）県老連女性委員会（再掲） 

 ○県老連女性委員会総会及幹事会 
・第２５回総会  ６月４日（火）１３：３０～１５：００ 

きらめきプラザ ４０１会議室（出席者３６名） 
          〔協議事項〕 

・平成２５年度県老連事業方針について 
・   〃   女性委員会活動について 
・その他 

・第２１回幹事会  ９月１０日（火）１３：３０～１４：３０ 
きらめきプラザ ７０６会議室（出席者１４名） 

〔協議事項〕 
・平成２５年度女性リーダー研修会について 
・全老連・第２５回女性リーダーセミナー参加者について 
・次世代育成支援リーダー養成講習会について 

・第２６回総会 
平成２６年２月１８日（火）１０：３０～１２：００ 

きらめきプラザ ７０５会議室（出席者３０名） 
          〔協議事項〕 

           ・平成２５年度女性リーダー研修会報告・反省等について 

・平成２５年度女性委員会活動についての報告・反省等に 

ついて 

・第２５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２６年度女性リーダー研修会、女性委員会活動に 

ついて 

                  ・その他 
（法人運営・管理） 

 
【法１】 法人運営・管理 

（１）理事会・評議員会 

 

・第１回理事会 

５月１６日（木） 

きらめきプラザ７０６会議室（出席者１５名） 

 



 

・第２回理事会 

平成２６年３月１９日（水） 

きらめきプラザ７０６会議室（出席者１５名） 

・定時（第１回）評議員会 

５月２８日（火） 

きらめきプラザ４０１会議室（出席者２７名） 

・第２回評議員会 

  平成２６年３月２８日（金） 

きらめきプラザ４０１会議室（出席者２５名） 

 

（２）監査会（含シルバー基金監査） 

       ５月９日（木）きらめきプラザ 県老連事務所（出席者 7 名） 

 

【法２】 各種運営委員会の開催 

県老連若手委員会の開催  

・第４回県老連若手委員会 

平成２６年１月２１日（火）１３：３０～１５：００ 
きらめきプラザ７０７会議室（出席者１０名） 

〔協議事項〕 

・各地区の取り組み状況や現状・課題について 

・平成２６年度の活動について 

・その他 

【法３】 その他 

  （１）行政等関係機関、市町村老連、その他団体との連携 

   ・岡山県社会福祉協議会他１１団体 

   ・岡山県共同募金会配当交付式 

   ・関係諸団体会議等への出席 

 

  （２）各種大会への参加 

     ・平成２５年度岡山県総合社会福祉大会 
   １０月１７日（木）岡山市「岡山市民会館」 

   老人クラブ会員参加者…４４名 

・「知事といっしょに生き活きトーク」   

１１月１４日（木）きらめきプラザ 

 



 

  （３）情報公開への取組み 

・県老連ホームページの充実・リニューアル 
 

（４）要望活動 

・市町村老連活動促進助成補助金の復活要望 

平成２６年１月２４日 岡山県知事 伊原木 隆太 

平成２６年２月１８日 岡山県知事 伊原木 隆太 県議会議長 渡辺 英気 氏 

※ 要望活動は、県老連正・副会長、常務理事で行った。 

    平成２６年３月２７日 知事要望に対する県からの回答 

     ※県側：古南課長、中山総括副参事、槌谷主任 

      老連側：正・副会長他  

    平成２６年３月２８日 県からの回答結果を評議員会に報告 

               同日付で理事・監事に回答結果を報告 


