
 

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４０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 ： ９１３名（会員と一般高齢者） 

 講     義 講     師 

６月 「今山田方谷から学ぶべきもの」 
山陽学園大学非常勤講師 

小栁 智裕氏 

７月 
「故三木行治県知事の業績と地方創生」

等最近の話題について 
フリー編集記者 猪木 正実氏 

９月 「年をとっても健やかに生きるために」
岡山県南部健康づくりセンター長

發坂 耕治氏 

１０月 「岡山のお天気と防災」 
桃太郎のからくり博物館長 

住宅 正人氏 

１１月 「落語と心のお勉強」 
落語家・多聞寺副住職 

桂  米裕氏 

 
修了者  ８３６名 
奨励賞   ９９名 
栄誉賞    ３３名 

 

【公２】健康づくり支援事業 

（１）健康づくり推進委員会の開催 

平成２７年４月２８日（火）委員１８名 

県老連の行う健康づくり活動につき研究・協議し方向性を示した 
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（２）健康づくり・介護予防事業 
       ・健康づくり・介護予防事業の実施（地域元気づくり事業） 

実施箇所：８市町老連（１０箇所） 
補 助 額：１ヶ所５万７千円～１０万円 
〈健康づくり・介護予防モデル事業実施箇所一覧表〉 

地  区 市町村 実施箇所 
 玉 野 市 玉原福寿会 

備  前 

瀬戸内市 瀬戸内市老人クラブ連合会 

赤 磐 市 赤磐市老人クラブ連合会 

和 気 町 
 

佐伯地区老人クラブ連合会 

和気町老人クラブ連合会（吉田含む）

 
 

備  中 

倉 敷 市 水島学区、連島学区 

新 見 市 
長屋長寿会 
哲西地区老人クラブ連合会 

津 山 市 勝北支部 
美  作 真 庭 市 金冠会 

 

・第１３期健康づくり中央セミナー派遣 
平成２８年２月２４日（水）～２５日（木） 

神奈川県葉山市 ロフォス湘南 

 参加者２名（倉敷市安田泰治、加藤規郎） 

 
（３）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 ９１３人 

 

（４）岡山県地区別高齢者スポーツ大会 

 

  種目・地区  備前地区 美作地区 

 

ゲートボール大会 

 

開催月 

参加市町村

参加者数 

２８年２月 

４市町 

７２名 

２７年９月 

７市町村 

１３２名 

 

グラウンド・ゴルフ大会 

 

開催月 

参加市町村

参加者数 

２７年１１月 

６市町 

２９１名 

２７年１１月

１０市町村 

２６７名 

     計  ３６３名 ３９９名 
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（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。 
 

（６）地域包括ケア普及研修会 

地域包括ケアシステム（新地域支援事業）制度のしくみ・意義老人ク 
ラブの関わり方などについての研修会を、県下３地域で実施 

９月 ７日（月）岡山 （参加者 １２７名） 
１０月 ６日（火）津山 （参加者  ７７名） 
１１月１１日（水）倉敷 （参加者  ９７名） 
 

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（地域元気づくり事業） 

実施箇所：６市老連（7 箇所） 

補助額  ：１ヶ所１万５千円～１０万円 

 

 

〈次世代支援モデル事業実施箇所一覧表〉 

地 区 市町村 実 施 箇 所 

備 前 玉野市 玉原福寿会 

 
備 中 

 

倉敷市 
水島学区、連島学区 

児島地区老人クラブ連合会  

高梁市 鶴鳴・成美連合長寿クラブ 

 
美 作 

津山市 津山市老人クラブ連合会（城西地域） 

真庭市 金冠会 

鏡野町 公民館区老人クラブ連合会 
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・第１回次世代育成支援リーダー養成講習会 
平成２８年２月１２日（金）１３：３０～１５：３０  
きらめきプラザ ４０１号会議室（出席者 ３８名） 
・講 演  

演題 「岡山いきいき子供プラン」 
       岡山県こども未来課 総括参事 角田 行治 氏 

       演題 「自分らしく生きる～爺婆力（じじばばりょく）を発揮して」 
                        社会心理学講師  市場 恵子 氏 
 ・全体会（討議、意見交換） 

 
（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２１回「在宅福祉を支える友愛活動」セミナー派遣 

平成２８年１月１３日（水）・１４日（木） 

東京都 全社協 第３～５会議室  

参加者２名 新見市（冨谷賢三）鏡野町（佐々木茂宣） 

 

○地域の元気づくり事業 （シルバー基金） 

   ・実施箇所：５市町老連（６箇所） 

   ・補助額 ：１ヶ所５万円～１０万円 

 

 

〈健康づくり・介護予防モデル事業、次世代育成支援事業、 

友愛活動モデル事業等実施箇所一覧表〉 

地  区 市町村 実施箇所 

 
備 中 

 

高梁市 川面長寿会 

新見市 長屋長寿会 

里庄町 屋中・高岡分館老人クラブ 

 
美 作 

 

津山市 津山市老人クラブ連合会（城西地区）

美咲町 
旭支部 

中央支部、小原新生会 
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（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２７年春の交通安全県民運動   ５月１１日～２０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２７年度高齢者交通安全県民運動 ４月１日～２８年３月３１日 
（１年間） 

○ 特殊詐欺・消費者被害などの防止を図るため市町村老連正副会長会議

など色々の機会ととらえ啓発活動を実施した。 
                    

（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 
・花いっぱい運動、ごみのないまち運動 
 

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２７年度県老連事業について」 県老連 事務局 

・講 義 

「今後の県老連の運営方針について」    県老連正・ 副会長  

「これからの老人クラブに期待することについて」 

         ｍｏｔｔｏひょうご 事務局長 栗 木 剛氏 

「これからの老人クラブに期待すること」～老人クラブ活動のあり方～ 

県老連事務局長 滝 川 誠 一 

 ・グループ討議 

◎テーマ「魅力ある老人クラブ活動と２万５千人会員増強運動」について 

・全体会・閉会（グループ報告・まとめ・意見交換） 
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開催地域 開 催 日 参加人員(女性) 会  場 

岡  山 6 月 29 日(月) １５８名 (５４名) きらめきプラザ 

美  作 7 月  3 日(金) ６４名 (２３名) 湯郷地域交流センター 

倉  敷 7 月 28 日(火)  １０２名 (３１名) くらしき健康福祉プラザ 

高  梁 8 月 27 日(木)   ６５名   (９名) 高梁総合文化会館 

津  山 9 月 18 日(金)    ９８名 (２２名) 津山市総合福祉会館 

東  備 9 月 29 日(火)    ６１名 (１８名) くまやまふれあいセンター

 計 ５４８名(１５７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３０日(木)～５月１日(金) 山口県山口市   参加者 ４名   

〔内 容〕 

１日目 ・中央情勢（全老連） 

・協議Ⅰ ①情報交換・協議 

           ②平成２７年度事業計画・予算について 

       ・協議Ⅱ ①各県市提出協議題について 

            ②その他 
・交流会 

        ２日目 ・早朝解散     

 

○ 第３３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１日（月）～ ２日（火）  

東京都 全社協 会議室 参加者 2 名（和気町 宇高 淳二、水島 康夫） 

 

   ○ 全国老人クラブ大会 

第４４回全国老人クラブ大会 
１０月２８日（水）・２９日（木） 

静岡県静岡市   参加者 ８名 
〔内 容〕 

・第１日 活動交流部会 
１部会 クラブの活性化、会員増強 
２部会 高齢者の“居場所”づくり 
３部会 演じる活動 
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・第２日  
・講 演 

   ・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  （前県老連理事   中島 慶治）     

（前井原市老連会長 正時 三郎） 

（倉敷市老連副会長 鎌田  収） 

・優良老人クラブ表彰 （新見市   正田長寿会） 

（真庭市 山田さくら会） 

 

○全老連「活動賞」の受賞 

仲間づくり活動部門 

・新見市 足見長寿会 
・赤磐市 尾谷区老人会 

健康づくり活動部門 

     ・浅口市 緑寿会 

ボランティア活動部門 

・高梁市 川面長寿会 
・高梁市 東阿楽寿会 
・赤磐市 斎富シルバークラブ 

 

（２）女性リーダー研修会（小物づくり）  

県下３地区で開催 

備前地区（5市町 33 名） 備中地区（5市 23 名） 

美作地区(10 市町村 76 名） 

1 地区 5万円補助 

 ○ 第２７回度道府県・指定都市老人クラブ女性リーダーセミナー派遣 

       １１月１９日（木）・２０日（金） 

東京都 全社協会議室  

参加者・・・ （県老連女性委員長  木戸 由子） 

（県老連女性副委員長 延原 愛子） 
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○ 県老連女性委員会総会 

・第２９回総会  ６月２３日（火）１３：３０～１５：００ 
きらめきプラザ 会議室（出席者３１名） 

      〔協議事項〕 

 ・委員の変更について 

・平成２７年度県老連事業方針について 
・平成２７年度女性委員会活動について 

○全老連第２７回女性リーダーセミナー参加者決定 
○第１回都道府県・指定都市老連女性代表者会議報告 

 
 ・第３０回総会 ２８年２月１２日（金）１０：３０～１２：００ 

きらめきプラザ 会議室（出席者２８名） 
       〔協議事項〕 

・平成２７年度高齢者地域リーダー研修会の報告・反省について 

・平成２７年度女性委員会活動についての報告・反省について 

   小物づくり活動について実績報告（備前、備中、美作） 

・第２７回全老連女性リーダーセミナー報告 

・平成２８年度女性リーダー研修会、女性委員会活動について 

 
○平成２７年度次世代育成支援リーダー養成講習会（再掲） 

（講師を招き講演２題） 
 

【公５】 

（１）第５２回岡山県老人クラブ大会（岡山県総合社会福祉大会） 

         １０月８日（木）１３：００～１５：１５ 

岡山市民会館   参加者総数・・・約２２５名 

〔第一部〕 
・岡山県知事表彰（老人福祉功労 7 名） 

（優良老人クラブ ６クラブ） 
・岡山県保健福祉部長表彰（老人福祉功労１１名） 

（優良老人クラブ ９クラブ） 
・岡山県老人クラブ連合会長表彰 

（老人クラブ特別功労者 ８０名） 
（老人クラブ一般功労者 ３７名） 
（優良老人クラブ  ２８クラブ）
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〔第二部〕 
―特別講演― 
「私の子育て奮闘記」 

女  優  吉沢 京子 氏 
（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 ２６年度（Ａ） ２７年度（Ｂ） 対前年増減（Ｂ－Ａ）

クラブ数 ２，１８４クラブ ２，１５３クラブ △ ３１クラブ 
会 員 数 １２３，７４７人 １２０，０７９人 △３，６６８人 
組 織 率 ２７．５％ ２６．６％  △    ０．９％ 

 

   ○ 県老連 

会員加入促進委員会の開催 

①  第１５回県老連加入促進委員会（老人クラブ研究委員会） 

第 6 回県老連若手委員会合同会議 

平成２８年３月２３日（水）１３：００～１５：００ 
きらめきプラザ会議室 （出席者１６名） 
〔協議事項〕 

・平成２６年度実施「会員加入促進運動」表彰状況について 

・平成２７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「１００万人会員増強運動」の実施状況 
・平成２８年度「２万５千人会員増強運動」の実施、「会員加入促進運動」 

実施要領並びに表彰基準(案)について 
② 平成２７年度「２万５千人会員増強運動」報奨金制度の実施 

③ 平成２７年度「会員加入促進運動」優良単位クラブ表彰（126 クラブ） 

   

 ○ 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） 
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・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） 

○ 山陽新聞社会事業団理事長感謝状（優良老人クラブ）…３クラブ 

 

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１３号(通巻第８２号) ５０，０００部（平成２７年８月） 
第１４号(通巻第８３号) ５０，０００部（平成２８年１月） 

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 

・全老連女性代表者会議              ５月１９日（火） 

・全老連 ２７年度第１回定時評議員会     ６月 ８日（月） 

・都道府県・指定都市老連事務局長会議 ６月 9 日（火）～１０日（水） 

・全老連女性リーダーセミナー   １１月１９日（木）～２０日（金） 

・都道府県・指定都市老連会長会議     １２月１日（火）～２日（水） 

・都道府県・指定都市老連事務局長会議    平成２８年２月８日（月） 

・全老連 第２回評議員会                 ３月１０日（木） 

 

５）市町村老連正・副会長会議 

          平成２８年２月１８日（木）・１９日（金） 「岡山いこいの村」 

       参加者  ６１名（２０市町村老連会長他） 

       〔内 容〕 

      第１日目 

       ・事業説明 

「平成２７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 
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・行政説明 

「マイナンバー制度について」 

岡山県長情報政策課 副参事 西尾 正之 氏 

・グループ討議 

◎テーマ  新地域支援事業の取り組みについて 

第２日目 

・老人クラブの唱、いきいきクラブ体操   

・講 演 

「高齢者の詐欺被害防止について」 

岡山県警察本部生活安全企画課 課長補佐 森  康樹氏 

「高齢者の交通事故防止について」  

岡山県警察本部交通企画課 課長補佐  原田 和泉氏 

・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 

・閉 会 

 

６）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）広島県広島市 参加者 ９名 

〔内 容〕 

第１日目…７月９日（木） 

   ・基調報告：「老人クラブとしての運動・行動提案 

―社会情勢を踏まえてー」 

                  全国老人クラブ連合会 総務部長 谷 野 香 氏   

・分科会（事例発表・討議） 

第１分科会「会員増強運動の推進」 
座長 岡山県老人クラブ連合会 副会長 藤本  毅 
発表 岡山県鏡野町老人クラブ連合会 会長 安藤 美雄 

第２分科会「地域支えあい活動の推進」    
第３分科会「健康づくり・介護予防活動の推進」 
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第２日目…７月１０日（金） 

 ・いきいきクラブ体操 

・講 演 「あい」を支える「攻守交代」 

講師 広島文教女子大学 人間科学部 人間福祉学科 

教授 菅井直也 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 

第１回 平成２８年２月２６日（金） 

きらめきプラザ 会議室  参加者２２名（１９市町村） 

 （市町村老連事業等へ出席… ８回） 

５月２１日（木）和気町老連研修会 

５月２５日（月）真庭市老連総会 

７月１９日（日）早島町若宮地区老人クラブ研修会 

８月１１日（火）備前地区連絡協議会 

１１月１７日（火）岡山市老連総会 

１１月２６日（木）井原市老人クラブ大会 

平成２８年 １月１５日 (金）新見市老連新年互礼会 

 
８） 正・副会長会議（きらめきプラザ） 

・第１回           ４月２８日（火）   

・第２回           ７月 １日（水）（全老連関係表彰選考委員会） 

・第３回          １２月 ７日（月）   

・第４回（臨時） ２８年２月１８日（木）（岡山いこいの村）  

・第５回           ３月 １日（火）  

 
 

 
（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２２日（金）         きらめきプラザ会議室 

・定時（第１回）評議員会 ６月１１日（木）   きらめきプラザ会議室  
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・第２回理事会 平成２８年３月１１日（金）   きらめきプラザ会議室 

・第２回評議員会平成２８年３月１１日（金）   きらめきプラザ会議室 

 

（２）監査会（含シルバー基金監査） 

       ５月１２日（火）きらめきプラザ 県老連事務所（出席者５名） 

 

【法２】 各種運営委員会の開催 

・県老連若手委員会・加入促進委員会合同会議合同会議（再掲） 

平成２８年３月２３日（水）１３：００～１５：００ 
きらめきプラザ 会議室（出席者１６名） 
 

〔協議事項〕 

・２万５千人会員増強運動の２６年度実績評価と今後の取り組みについて 

・２万５千人会員増強運動の報奨金制度について 

・２６年度実施「会員加入促進運動」表彰状況について 

・その他 

目標達成に向けどのように取り組み、わかった課題、問題点の解決方策、

そして今後会員増強運動をどう進めるかについて協議・検討した。 

 

 

【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２７年度岡山県総合社会福祉大会 
 １０月８日（木）岡山市「岡山市民会館」（再掲） 

 

（３）情報公開への取組み 

・県老連ホームページの充実 
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