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令和元年度（一財）岐阜県老人クラブ連合会事業報告書 
 
 
 Ⅰ はじめに  

平成３１年度は、平成天皇のご退位により元号が５月１日より『令和』に改元され、

これには“人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ”という意味が込められ

たもので、平和な時代になって欲しいという思いが読み取れる元号として多くの評価を

得るものとなった。 

しかし、９月の台風１５号、１０月の台風１９号は強大な勢力で関東地方を直撃し甚

大な被害をもたらした。また、１２月に中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイル

スは、令和２年２月以降、世界中に急速に蔓延し、３月１１日には世界保健機構（ＷＨ

Ｏ）が世界的流行（パンデミック）を表明するに至った。新種の感染症のため治療薬・

予防薬がない上に、新型コロナウイルスの世界的拡散による人・物の移動制限により世

界経済はリーマンショック以来の不況となり、今後の動向が極めて心配される状況とな

った。 

特に国内では、２月２７日の首相による小中高校及び特別支援校への臨時休校要請を

受けて、各種イベント等が軒並み中止や延期となる状況となり、県老連においても３月

中旬以降開催予定の会議等について、新型コロナウイルス感染予防の観点から中止や延

期する事態となった。 

 

 Ⅱ 事業の実施概要  

 総務省が令和元年の敬老の日に合わせて発表した人口推計によれば、国内高齢者人口

は３,５８８万人と過去最多となり総人口に占める割合は２８.４％、また、平成３０年

の高齢就業者数は１５年連続増加し８６２万人で就業者総数に占める割合は１２.９％

となっている。 

この中で特に注目すべきが、７年連続上昇を続けている６０歳台の就業率の推移であ

る。６０～６４歳の就業率は男性８１.１％・女性５６.８％、また、６５～６９歳の就

業率は男性５７.２％・女性３６.６％で、いずれも７年前と比較し約１０ポイントの増

加となっている。 

この状況に加え、昨年１２月には想定を超える少子化の進展が判明し、政府は社会保

障制度の財源確保の観点から、元気な高齢者に就業を促し“支えられる側”から“支え

る側”へ回れるよう改革を進めることとした。 

 

一方、全老連では、毎年減少を続ける会員数に歯止めを掛けるべく、平成２６年から

３０年までの５年間を「１００万人会員増強運動期間」と位置づけ会員増強に努めてき

たが、現在の社会情勢を反映して結果的には、増員目標値がそのまま減員数値となった

ところである。当県においても役員の後継者不足、就労率の上昇、ライフスタイルの多

様化などから、結果的に約３万５千人の会員減となったところである。 

 

このような情勢の中ではあるが、高齢化に伴う社会的課題に対応し全ての世代が満ち
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足りた人生を送れる環境づくりを目的に、平成３０年２月１６日に閣議決定された「新

たな高齢社会対策大綱」の健康福祉分野における基本的施策には、ライフステージを通

じた健康づくりやスポーツ活動の推進、住民を中心とした地域支え合いの仕組みづくり

の促進が掲げられており、社会における高齢者への期待は益々大きくなっている。 

 

こうした中、岐阜県老人クラブ連合会では、従前より「伸ばそう！健康寿命、担お

う！地域づくりを」のスローガンのもと、高齢者が自らの心身の健康づくりに励み自主

自立の精神を基本に、尊厳を守り誇りある人生を送れるようにするとともに、高齢者相

互が手を携え「ゆとり・うるおい・やすらぎ」に満ちた高齢社会を支えるべく、全国三

大運動である「健康、友愛、奉仕」のキーワードの下に、令和元年度においても「生活

を豊かにする楽しい活動」「地域を明るくする社会活動」「仲間づくり活動」に関する

各種事業を展開してきたところであり、以下は主な事業活動結果報告である。 

 

１ 生活を豊かにする楽しい活動 

（１）「健康づくり」事業活動 

〇 各個人に適した健康づくりをめざして、体力測定、健康づくり推進員派遣、軽ス 

ポーツ大会の開催、室内軽スポーツの指導普及、健康・介護予防セミナーの開催、 

健康づくり講演会の開催などを、各市町村老連や地域の要望等を踏まえて計画的に 

実施し、会員の健康に対する意識の醸成と健康福祉の増進に寄与した。 

〇 体力測定関係では、自身の体力の状態の把握と生活習慣の改善を目的として、県 

下１４会場で実施し全体で１,１４０名が参加した。 

 

（２）「生きがいづくり」事業活動 

〇 第２７回県老人クラブ芸能大会を大垣市で開催し、来場者数は約８００名と前年 

度を上回り（約１００名増）有意義な大会となった。披露された芸能は民謡、合 

唱、舞踊、ダンス等全８種目に及び年々素晴らしい出し物となり、それぞれに大き 

な拍手が送られ、楽しい一日を過ごすことができた。 

〇 第２７回県老人クラブ作品コンクールでは、応募作品数は２５１点（文芸作品１ 

４１点、美術作品１１０点）で前年と比べ若干減った（２１点減）ものの、力作・ 

秀作が多く見応えのある作品展となった。 

また、和歌山県で開催された第３２回全国健康福祉祭和歌山大会の美術展で、岐 

阜市の川地勲子さんの作品が日本画の部で金賞を受賞した。 

 

２ 地域を明るくする社会活動 

会員の高齢化が進む状況下ではあるが、各単位クラブにおいては無理のない範囲で社

会活動に取り組んだ。 

〇 児童の見守りや詐欺被害防止活動を多くのクラブが展開しており、地域見守り運 

動や友愛運動の実施率は７２.７％となっている。 

○ 「花のあるまち、ゴミのないまち」づくりの一環で取り組んでいる清掃・美化活 

動の実施率は８５.４％となっている。 

○ エコライフ、リサイクル運動の促進として取り組んでいるリサイクル活動の実施 
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率は４５.０％となっている。 

○ 市町村が行う新地域支援事業については、県下約３分の１の市町村老連において 

関係機関や団体と連携・協力して事業参画している。 

 

３ 仲間づくり活動 

○ 平成２６年度から平成３０年度までの「会員増強運動」期間における結果は、全 

国では１０５万人の会員減、岐阜県では３万５千人の会員減とうい結果となった。 

○ 会員の確保はクラブ活動全体に大きく影響を及ぼすものであり、運動期間終了後 

も恒久的に取り組まなければならない活動であり、県老連ではこの結果を受け、今 

後の老人クラブ組織体制の維持・発展に向けた現状把握を目的に令和元年９月にア 

ンケート調査を実施した。 

○ この結果、役員後継者不在を理由にした単位クラブ解散の多発や老連事務局体制 

の弱体化といった現状が確認できたことを受け、今後は市町村老連並びに単位クラ 

ブとの情報交換会を開催し、組織体制の維持・発展に向けた方策を検討していくこ 

ととしている。 

 ○ [R2.5.26 時点値]令和元年度の仲間づくり活動では、各老連及び単位クラブにお 

いて役員や会員の声掛け等により会員確保に地道に取り組んだ結果、４６８単位ク 

ラブで会員増を図ることができたが、老人クラブを取り巻く厳しい社会情勢を反映 

し、県下全体では結果的に単位クラブ数で８２クラブ、会員数で８，２５９名の減 

となった。 

 

 Ⅲ 事業の実施結果  

１ 生活を豊かにする楽しい運動 

（１）健康づくり・介護予防活動事業 

ア 体力測定の実施 

自身の体力の状態の把握と生活習慣 

の改善を目的に、県下１４会場で体力 

測定を実施し、全体で１,１４０名が 

参加した。 

［実施内容］ 

握力、上体起こし、長座体前屈、１０メートル障害物歩行、開眼片足立、 

６分間歩行（以上 ６種目） 

 

＜体力測定実施状況＞ 

実施老連 年 月 日 場  所 参加者(人) 

岐阜市 令和元年 9月18日(水)  市橋コミュニティセンター    ９０  

羽島市 令和元年 9月 5日(木)  羽島市民会館   ８０  

大垣市 令和元年11月25日(月)  大垣市総合体育館   ７０  

海津市 令和元年 6月 7日(金)  海津市平田体育館   １００  

西南濃地区 令和元年 6月26日(水)  垂井町朝倉体育館   ７０  
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輪之内町 令和元年 6月17日(月)  輪之内町体育センター     ９０  

池田町 令和元年 9月30日(月) 池田町総合体育館 １００  

郡上市 令和元年10月 8日(火)  美並総合体育館   ８０  

関市 令和元年 7月18日(木) 鮎之瀬ふれあいセンター ４０  

可児市 令和元年 6月10日(月) 可児市帷子地区センター ４０  

土岐市 令和元年 6月12日(水) 土岐市駄知体育館     １００  

令和元年 9月24日(火) 土岐市土岐津体育館 １００  

瑞浪市 令和元年 6月20日(木) 瑞浪市民体育館   １１０  

中津川市 令和元年 6月19日(水) 東美濃ふれあいセンター ７０  

計  １,１４０ 

＊計画数：６ブロック老連×３回＝１８回 

     ＊令和元度実績          １４回（前年度実績１６回、１,２８０人） 

  

イ 健康づくり推進員の派遣                                     

高齢者の手頃な体操である「いきいきクラブ体操」の普及推進及び健康づくりに関す 

る講話等を実施し、全体で１,８００名が参加した。 

   ＜健康づくり推進員派遣事業実施状況＞ 

実施老連 年 月 日 場   所 参加者(人) 

下呂市 令和元年 4月23日(火） 下呂市星雲会館  １００ 

岐阜市 令和元年 5月28日(火）  岐阜市民会館    １,５００ 

輪之内町 令和 2年 2月12日(水)  輪之内町民センター      ２００ 

美濃市 令和 2年 3月 4日(水) ＜中止＞ － 

 計  １,８００ 

      ＊計画数：希望市町村老連等計２０回       

      ＊令和元年度実績      ４回(前年度実績：市町村老連５回、７９０人） 

  

ウ 軽スポーツの普及        

（ア）軽スポーツ大会の開催 

６ブロック毎に、県老連との共催で 

  軽スポーツ大会を計画し、４ブロック 

で１,２８０名が参加した（悪天候によ 

り２ブロックが開催を中止）。 

 

  ＜軽スポーツ大会開催状況＞ 

実施老連 年 月 日 場   所 参加者(人) 

岐阜市 令和元年 11 月 22 日(金) 岐阜市長良公園 １４０ 

岐阜地区 令和元年 10 月 9 日(水） FUKUJU スポーツパーク ３４０ 

西濃地区 令和元年 10 月 10 日(木） 大垣市赤坂ｽﾎﾟｰﾂ公園 ４７０ 

東濃地区 令和元年 10 月 3 日(木) 多治見市梅平運動公園 ２３０ 
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マレットゴルフ 令和元年 11 月 21 日(木) 中津川市茄子川ＭＧ場 １００ 

                          計 １,２８０ 

                          （前年度実績 ２,５６０人） 

 

（イ）室内軽スポーツの指導普及 

健康づくり運動を室内で推進するため、新しい軽スポーツ（クロリティー、カロー 

リング、スカットボール、ディスゲッター９、公式ワナゲ、マグダーツなど）を紹介・ 

指導し、各地域の実情に配意しながら導入・普及に努めた。 

       

     ＜室内軽スポーツの指導普及状況＞ 

 実施老連     年  月  日     開 催 場 所 参加者(人) 

美濃市 令和元年 6月14日(金) 美濃市体育館  ５０  

大垣市 令和元年11月 1日(金) 大垣市総合体育館 １３０  

羽島市 令和 2年 2月 5日(水) 羽島市民会館 ６０  

 計  ２４０  

   ＊計画数：６ブロック老連×各１回 

＊令和元年度実績：３ブロック老連(前年度実績３ブロック老連、３２０人) 

 

エ 健康・介護予防の活動 

（ア）健康・介護予防セミナー実施状況 

「健康をすすめる運動」を推進する若  

手、女性リーダーの支援・育成を図るた 

め、これらの人を対象に介護予防（認知 

症等対策）、詐欺被害防止対策、交通事 

故防止、健康障害予防等をテーマに県内 

各地でセミナーを開催した。また、「い 

きいきクラブ体操」を健康づくり推進員（登録者数１８人）が指導し、会員の健康づ 

くりを支援した。 

          

     ＜健康・介護予防セミナー実施状況＞                                          

  実施老連     年 月 日     場  所  参加者(人) 

美濃市 令和元年 7月 3日(水） 美濃市中央公民館    ４０  

大垣市 令和元年10月 3日(木) 奥の細道むすびの地記念館    ６０  

西南濃地区 令和元年11月21日(木） 垂井町役場  ９０  

                            計  １９０  

＊計画数：６ブロック老連×各１回       前年度実績 

＊令和元年度実績：３ブロック老連       ４ブロック老連、３８０人 

  

（イ）健康づくりに関する講演会 

６５歳以上の高齢者４人に１人が認知症（軽度認知障害を含む）に直面している今、 
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認知症の知識を高めるとともに、在宅で支える認知症の初期対応の大切さや、高齢者 

の生きがいづくりを高めることを期待して講演会を開催した。 

    

     ＜健康づくり講演会開催状況＞ 

 地 区       年 月 日      場  所 参加者(人) 

岐阜市 令和元年 7月25日(木) 岐阜市文化ｾﾝﾀｰ ５００  

岐 阜 令和元年 7月10日(水) 本巣市民文化ﾎｰﾙ ３５０  

西 濃 令和元年 7月 4日(木) 大垣市ｽｲﾄﾋﾟｱｾﾝﾀｰ ５００  

中 濃 令和元年 7月11日(木) 美濃市文化会館 ３００  

東 濃 令和元年 8月 8日(木) 中津川市東美濃ふれあいｾﾝﾀｰ ４００  

飛 騨 令和元年 6月13日(木) 高山市民文化会館 ２５０  

                                            計  ２,３００  

（前年度実績 ２,０００人） 

 

（ウ）健康づくり関係ビデオの整備 

健康関係ビデオ  ４４本   （健康体操、友愛、生涯青春などの分野） 

 

（エ）寝たきりゼロ運動の推進 

介護予防（認知症等対策）のため、研修会等において「寝たきりゼロ運動」の趣旨 

  の周知と啓発を行った。 

 

（２）生きがいづくり事業 

ア 第２７回県老人クラブ芸能大会 

○期 日 令和元年１１月１５日(金)   

○場 所 大垣市民会館 

○出 演 １３グループ ２９９名 

          [グループ内訳] 

民踊３、合唱１、 

民謡２、詩吟１、 

演奏２、吟舞１ 

ダンス２、舞踊劇１ 

○来場者 ８００名 

  ○表 彰 優秀第１席 ふるさと大垣同好会  （大垣市） 吟舞 

       優秀第２席 レイナニ       （岐阜市） ダンス 

       優秀第３席 水郷流水郷吟和会   （海津市） 詩吟 

       優秀第４席 吉田五寿会      （飛騨市） 民踊 

       優秀第５席 養老薩摩義士踊り保存会（養老町） 民踊 

       奨 励 賞 尺八愛好会      （土岐市） 演奏 

       奨 励 賞 梅原音頭保存会    （山県市） 舞踊劇 
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イ 第２７回県老人クラブ作品コンクールと作品展 

○期 日 令和元年１０月１７日（木） 

○場 所 長良川国際会議場 

○応募数  ２５１点 

            文芸作品 １４１点 

（短歌、俳句、川柳） 

         美術作品 １１０点 

（日本画、洋画、書、 

写真、工芸、彫刻） 

○作品展 入賞作品５３点を展示 

      文芸作品  １８点 

      美術作品  ３５点 

 

ウ ねんりんピック美術展への出展 

  ○期 日  令和元年１１月９日（土）～１２日（火） 

        （第３２全国健康福祉祭和歌山大会） 

  ○出品数  １１点（平成３０年度岐阜県老人クラブ作品展優秀作品） 

  ○金 賞  日本画の部 岐阜市 川地勲子 

        

エ 市町村老連の各種大会への助成 

○助成対象：体育大会、軽スポーツ大会、芸能大会、作品展 

・市   ２０市 ４９件   

・郡    ４郡  ４件     

・町村    ８町  ８件 

       ＜計＞     ６１件，７３２千円（前年度実績５７件，６８４千円）    

 

２ 地域を明るくする社会活動 

（１）高齢者相互支援推進・啓発事業           

 ア 相互支援研修会の開催 

○期 日 令和元年８月２２日(木) 

  ○場 所 岐阜県福祉農業会館２Ｆ大会議室 

  ○参加者 県内女性指導者 ９０名（ほか関係者１９名） 

  ○内 容 ねんりんピック岐阜２０２０「地域文化伝承館」来館者配付用記念品 

（キューブ型ストラップ、美濃和紙で作るブローチ）づくりについて 

                 

イ モデル事業の実施 

令和元年度は、かがやきクラブ大垣をモデル市町村に指定し、特別養護老人ホームを 

訪問しての各種アトラクションの実施とともに、友愛活動研修会を開催し意見交換を 

行った。 
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ウ 女性部等の活用 

  友愛・相互支援事業の推進に努めた。 

 

エ 高齢者相互支援啓発 

「友愛パンフレット」により啓発活動を実施した。 

 

（２）地域見守り運動の推進     

ア 高齢者孤立予防 

単位クラブによる高齢者孤立予防運動 

の推進に努めた。 

 

イ 児童の見守り 

単位クラブによる児童に対する地域見 

守り活動を実施した。 

 

ウ 詐欺被害止、防災等安全対策 

振り込め詐欺被害防止、悪質商法等事故防止、地震等災害対策の確認を行った。 

 

＜友愛・地域見守り活動活動状況（報告分のみ）＞ 

 

        

 

（３）新地域支援事業 

  会員の高齢化が進む中、各単位クラブで 

は、見守り活動など無理なく継続できる範 

囲で活動を展開している。 

 

（４）交通事故防止 

子どもや高齢者の交通安全・事故防止運 

動の推進に努めた。 

 

（５）伝承活動・世代間交流の推進 

ア「ねんりんピック岐阜２０２０」イベントへの参画 

○実行委員会第２回総会(令和元年７月９日開催) 

  ぎふ清流文化プラザ長良川ホールで行われたポスターの披露及び表彰式に参加 

 し本番に向けて機運を盛り上げた。 

○１年前イベント(令和元年１１月２日開催) 

岐阜メモリアルセンターふれ愛ドームで行われた選手団結団式に参加し本番に 

   向けて機運を盛り上げた。 

 県全体    活動団体数 実施率 (活動／県全体) 

 老連数  ４０ ３３（１,６４９クラブ） ７２.７％ 
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イ 第３０回地域文化伝承館の準備 

  令和２年１０月３１日から１１月２日の間、岐阜県に 

おいて開催される地域文化伝承館の成功に向け、準備に 

取り組んだ。 

（ア）第２９回地域文化伝承館の視察等 

  ［期 日］令和元年１１月９日(土) 

               ～１１日(月) 

  ［会 場］和歌山市手平 

        和歌山ビッグホエールアリーナ 

  ［参加者］２４名 

  ［内 容］・運営状況視察(９～１０日) 

       ・地域文化伝承館旗引継ぎ(１１日) 

 

（イ）実行委員会等の運営 

  実行委員会（設置目的：地域文化伝承館の円滑な運営を図る） 

・第１回（令和元年６月６日） 

 ［議題］実行委員会規約、企画運 

営委員会設置要綱、令和 

元年度事業計画、 

令和元年度予算 

・第２回（令和２年１月１７日） 

 ［議題］出展・出演団体募集結果 

と調整、オープニング・ 

エンディング、来場者サ 

ービス、ポスター・チラシ 

   ※３月開催予定の第３回は新型コロナウイルス感染予防のため中止 

 

企画運営委員会（設置目的：実行委員会下部組織として計画運営等を定める） 

・第１回（令和元年７月１日） 

 ［議題］企画運営委員会設置要綱、令和元年度事業計画 

・第２回（令和元年９月１８日） 

 ［議題］出展・出演団体募集、地域文化伝承館配置計画 

・第３回（令和２年１月９日） 

 ［議題］出展・出演団体募集結果と調整、オープニング・エンディング、来場者 

サービス、 

   ※３月開催予定の第４回は新型コロナウイルス感染予防のため中止 

     

市町村担当者会議 

 ・第１回（令和元年９月２７日） 

 ［目的］出演・出展団体についての協力要請 

  ［議題］準備スケジュール、出展・出演団体募集、記念品作成依頼等 
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   ・第２回（令和２年２月２８日） 

    ［目的］新年度計画の情報共有 

    ［議題］出演・出展団体状況、令和２年度準備スケジュール等 

 

   女性部による記念品づくり 

    地域文化伝承館来館者への配付用 

   記念品を県下全単位クラブ女性部の 

   方々にて作成 

   ［作成期間］令和元年１２月 

           ～令和２年６月 

   ［記念品目］①キューブ型ストラップ 

          （９，０００個） 

         ②美濃和紙で作る 

          ブローチ（４，０００個） 

   ［作成個数］合計１３，０００個 

 

ウ 伝承活動 

地域文化、伝統芸能など伝承活動の推進に努めた。 

    

エ 世代間交流 

保育園、学校などの園児、児童等との交流推進を図った。 

    

（６）美化活動 

「老人の日・老人週間」の活動及び通年活動の実施に努めた。 

・清掃・美化活動 

清掃活動（道路、河川敷、神社仏閣、公共施設、公園等）、花壇の植栽 

 ・管理 

路側帯、駅前、公共施設など 

 

        ＜清掃・美化活動状況（報告分のみ）＞                            

 県全体    活動団体数  実施率 (活動／県全体) 

老連数 ４０ ３６(１,９３８クラブ） ８５.４％ 

  

（７）環境保全活動 

○環境問題勉強の推進 

・勉強会の開催と地球資源・地球温暖化の課題にかかる現状認識の促進 

・エコバックの活用、照明・電気機器の有効利用と節電の推進  

○エコライフ、リサイクル運動の促進 

   ・不用品の再利用、収集 

     空き瓶、空き缶、ペットボトル、新聞、雑誌、古着などの分別回収 
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        ＜リサイクル活動状況（報告分のみ）＞                         

 県全体    活動団体数 実施率 (活動／県全体) 

 老連数 ４０ ２６（１,０２２クラブ） ４５.０％ 

 

３ 仲間づくり活動 

（１）会員増強運動 

○結果 

  平成２６年から５年間、全国的に取り組んだが、老人クラブ組織を取り巻く厳し

い社会情勢を反映し、結果的には全国では約１０５万人の会員減、岐阜県では約３

万５千人の会員減となった。 

○アンケート調査の実施 

運動期間の結果を受け、今後の老人クラブ組織体制の維持・発展に向けた現状 

   把握を目的に令和元年９月にアンケート調査を実施した結果、役員後継者不在を 

理由にした単位クラブ解散の多発や老連事務局体制の弱体化といった現状が確認 

できた。 

  ○今後の展開 

会員増強に向けた優良事例の発信、市町村老連と連携したクラブ活動内容や魅 

力発信、市町村老連並びに単位クラブとの情報交換会を開催し、組織体制の維持・ 

発展に向けた方策を模索していく。 

 

（２）令和元年度状況 

各市町村老連及び単位クラブでは、地道な声かえ運動等により会員確保に努めたが、 

 会員の自然減に加え老人クラブを取り巻く厳しい社会情勢による会員確保難から、減 

少傾向に歯止めが掛からない状況にある。 

 

＜会員数等の状況＞   (R2.5.26 時点、未報告１老連を除いた比較)  

 令和元年度当初 令和２年度当初 増減 

クラブ数(ｸﾗﾌﾞ) ２,２５５ ２,１７３   △ ８２ 

会 員 数( 人 ) １５０,７１４ １４２,４５５ △８,２５９ 

 

４ 組織の強化   

（１）第５８回県老人クラブ大会の開催 

［期 日］ 令和元年１０月１７日(木) 

［場 所］ 長良川国際会議場 

［参加者］ 県内老人クラブ会員等 

１,２５０名 

［内 容］ 表彰状・感謝状の贈呈、 

大会宣言、講演等 
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ア 表彰 

○知事感謝状個人 ４名(前年度＋４） 

○県老連会長表彰 

・個人 １０１名（前年度 ＋１３） 

  ・団体 ２１団体（前年度比 ＋８） 

   ・看護   １名（前年度比 △２） 

○県老連会長表彰《特定事業特別表彰》 

・団体  ７団体（前年度比 △１） 

    ○県老連会長表彰《特定事業》 

  ・仲間づくり ６９団体（前年度＋６） 

   ・健康づくり   ２団体（前年度±０） 

      ・ボランティア  ５団体（前年度△４） 

   ・その他活動  ７団体（令和元新設） 

○県老連会長感謝状個人  ２８名（前年度比 △１６）  

  ○全老連表彰・伝達分 

   ・活動賞  ３団体 

   ・会員増強特別賞 ４団体 

 

イ 講演       

○自覚は老いを助く！～介護予防の実践と日々の振り返り～ 

            公益社団法人 岐阜県理学療法士会 理事・社会局長 

           岸本 泰樹 氏 ㈱Think Lifu ライフアップ可児 所属 

 

（２）第４８回全国老人クラブ大会へ参加 

［期 日］令和元年１１月 

 ２６日(火)～２７日(水) 

［場 所］埼玉県さいたま市 

［参加者］２０名 

［内 容］２６日：活動交流部会 

２７日：講演、式典 

 

ア 全老連会長表彰 

○育成功労    藤井 正義（岐阜県老人クラブ連合会副会長） 

            捫垣  勇 （中津川市老人クラブ連合会会長） 

岩田  稔（前羽島市老人クラブ連合会会長） 

○優良老人クラブ 黒野第 1 白寿会（岐阜市） 

                     梅園第２悠和会（多治見市） 

○優良老連    海津市老人クラブ連合会（海津市） 

○100 万人会員増強運動 

室えびす会、加賀野老人クラブ喜楽会（以上大垣市） 

シニア巾（関市） 
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小郷ふれあいクラブ（中津川市） 

泉ケ丘町長寿クラブ（土岐市） 

 

（３）リーダーの養成 

ア ブロック別老人クラブ 

リーダー研修会の開催 

○健康づくり講演会 

・なつかしい歌を歌ってリフレッシュ 

（飛騨地区除く） 

講師：ぎふ音楽療法協会 音楽療 

法士  桂川 真智子 氏 

  ・くすりと食品の違いを正しく 

理解しよう！健康食品の機能は？(岐阜市) 

講師：岐阜薬科大学名誉教授  平野 和行 氏 

・欧米人と日本人は体質が違う！日本人の健康長寿に役立つ食生活とは(西濃地区) 

講師：内科医・医学博士  奥田 昌子 氏 

・いつまでも生き生き元気に暮らすために（飛騨地区） 

講師：㈱ひまわり代表取締役  田町  淳 氏 

○単位クラブの指導者の活動事例発表 

 岐阜市 

 ・コーラスクラブを通じた仲間づくり（三里地区老人クラブ連合会） 

  中濃地区 

   ・老人クラブのオンリーワン（関市上白金シルバークラブ） 

   ・楽しいシニアクラブ活動を目指して（坂祝町シニアクラブ連合会） 

   東濃地区 

   ・こども園の行事や地域の祭りへの参加による住民交流（恵那市東野東雲連合会） 

   ・笠原校区の現状と課題（多治見市笠原校区連合会） 

   飛騨地区 

   ・飛騨地区各老連クラブ会長による現状報告 

○研修会の開催日・開催場所 

（６頁の表「健康づくり講演会開催状況」参照） 

 

イ 全老連研修会等への参加 

○高齢者の健康づくり・生活支援セミナー 

   ［期 日］ 令和元年１２月１２日（木）～１３日（金）  

   ［場 所］ 東京都 

   ［参加者］ ２名（岐阜市、羽島市） 
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ウ 東海・北陸ブロック老人クラブ 

リーダー研修会へ参加 

  ［期 日］令和元年６月 

２７日(木)～２８日(金) 

  ［場 所］富山県富山市 

  ［参加者］１８６名 

(うち岐阜県２２) 

  ［内 容］・基調講演 

       ・事例発表 

        ①若手・女性委員の活用でクラブが活性化している事例（石川県） 

        ②クラブの復活又は新設された事例     （福井県、愛知県） 

        ③その他の活動事例    （富山県、三重県、名古屋市、岐阜県） 

         岐阜県の内容 発表者：かがやきクラブ大垣副会長 寺幾乃 

                内 容：軽スポーツで、魅力づくり・仲間づくりを 

         

（４）女性リーダーの育成                  

ア 女性リーダー研修会の開催 

（７頁「２（１）ア 相互支援研修会の開催」参照） 

  

イ 女性役員、若手会員の登用促進 

女性や若手会員の第一線での活躍を評価するとともに役員、リーダーへの登用促 

進を図った。 

 

５  広報 

（１）機関紙「ろうれん」の発行 

    年１回（３月） ７,０００部（企業協賛による初の発行） 

 

（２）ホームページの更新 

    info@gifukenroren.vrtc.net 

 

（３）老人クラブ活動の情報収集と提供 

     特色ある活動事例の発掘、活動賞実績クラブ等事例の全老連への提供 

 

６ 市町村老連のクラブ運営の充実促進 

〇市町村老人クラブ連合会事務担当者等会議  

［期  日］令和２年２月２８日（金） 

［場  所］福祉農業会館２階大会議室   

［議  題］・令和元年度事業実施状況について 

    ・令和２年度主要事業日程等について 

        ・令和２年度各種事業について 

        ・県老連会長表彰（特定事業）について 
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・第３３回全国健康福祉祭岐阜大会「地域文化伝承館」の運営について  

 

７ 老人クラブ傷害保険・会員章等の普及促進 

（１）老人クラブ傷害保険及び賠償責任保険の加入 

○ 各種会議、研修会等を通じて、老人クラブ活動中の事故、日常生活における事 

故に備えた「老人クラブ傷害保険」の普及促進を図った。 

○ 特に、老人クラブ活動中の対人事故及び対物事故を賠償する責任保険「老人ク 

ラブ活動専用賠償責任保険」（平成 26 年 10 月 1 日開始）について、クラブ全員 

での一括加入について周知を図った。 

 

（２）老人クラブ会員章の普及 

令和４年に全国老人クラブ連合会が結成６０周年を迎えるにあたり、創立６０周年 

記念会員章が作成され、会員意識の高揚と連帯をめざしてその普及に努めた結果、各老 

連要望により１５０個を購入し配付した。 

    

（３）活動資料の普及 

・活動日誌、会計簿などの斡旋  

・全老連パンフレット(「老人クラブリーダー必携」など） 

 

８ 全老連、東海・北陸ブロック、市町村老連との連絡調整 

（１）全老連会議 

  ・事務局長会議 令和元年７月３１日（水） 

  ・代表者会議  令和２年 1 月２９日（水）～３０日（木） 

     

（２）東海北陸ブロック会議 

ア 老連会長・女性代表者会議（事務局長含む） 

［期 日］令和２年２月２７日（木） 

［場 所］愛知県名古屋市 

［参加者］１５名（うち岐阜県１名） 

［内 容］・全老連説明 

国予算状況、老人クラブの現状と取り巻く状況 

・合同座談会 

          100 万人会員増強運動のふりかえり 

・各県・指定都市老連提出議題の意見交換 

 

イ 老連事務局長会議    

［期 日］ 令和元年６月１８日（火）～１９日（水） 

［場 所］ 岐阜県岐阜市 

［内 容］ 県市提出議題に関する協議、意見交換 
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（３）市町村老人クラブ連合会事務担当者等会議 

（１４頁「６ 市町村老連のクラブ運営の充実促進」参照） 

 

９地域包括支援センター、社会福祉協議会等との連携 

行政機関、市町村地域包括支援センター、県社協など関係機関・団体との連携促進 

に努めた。 

 

 Ⅲ 法人・組織の運営  

１ 役員会等の開催 

（１）理事会・評議員会の開催 

ア 令和元年５月２９日（水） 

  〇第１回理事会、第１回評議員会 

    共通の議案・報告事項 

      ・平成３０年度県老連事業報告（案） 

    ・平成３０年度県老連収支決算書（案） 

    ・監査報告 

  評議員会個別議案 

  ・県老連理事、監事の選任（案） 

  ・県老連評議員の補充選任（案） 

〇第２回理事会 

  ・県老連会長、副会長及び常務理事の選定（案） 

  ・県老連理事所属部会の指定及び各部会委員の選任（案） 

    ・県老連評議員会の招集 

 

イ 令和元年１２月１２日（木） 

〇第３回理事会、第２回評議員会   

    理事会個別議案 

    ・県老連評議員会の招集 

    共通の報告事項     

・会員増強運動期間を終えて実施したアンケート結果 

・ねんりんピック和歌山大会「地域文化伝承館」視察報告 

    ・健康づくり事業の実施状況 

       

ウ 令和２年３月２７日（新型コロナウイルス感染予防のため書面決議） 

〇第４理事会、第３回評議員会 

     共通の議案・報告事項 

    ・令和元年度県老連収支補正予算（案） 

    ・令和２年度県老連事業計画（案） 

    ・令和２年度県老連収支予算（案） 

    ・令和２年度県老連主な事業日程報告 
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（２）正副会長会議の開催 

ア 第１回 令和元年５月２２日(水) 

○協議事項 

・平成３０年度事業報告（案） 

・平成３０年度収支決算（案） 

・役員の選任 

○報告事項 

 ・平成３０年度監査結果 

   ・全老連会長表彰推薦（案） 

  ○その他 

・「ねんりんピック岐阜２０２０（地域文化伝承館）」実行委員会 

・会長、副会長の「各種委員」への就任 

   ・機関紙「ろうれん」発行契約 

 

イ 第２回 令和元年９月５日（木) 

○協議事項 

・県老連表彰者の選考 

・第５８回県クラブ大会の開催 

・全国老人クラブ大会への参加 

・県老連表彰「特定事業」の表彰要件 

・100 万人会員増強運動 

○その他 

・ねんりんピック（和歌山大会の視察、岐阜県大会進捗状況報告） 

 

ウ 第３回 令和元年１２月１２日（木） 

○協議事項 

・会員増強運動期間を終えて 

・「ねんりんピック岐阜２０２０」老連事業 

○報告事項 

・ねんりんピック和歌山大会「知育文化伝承館」視察報告 

・健康づくり事業の実施状況 

※令和２年３月開催予定の第４回は新型コロナウイルス感染予防のため中止 

     

（３）部会の開催       

ア 総務部会  

○令和元年６月２５日（火） 

各部会共通議題 

・部会長、副部会長の選任 

・令和元年度県老連事業計画 

・令和元年度県老連主要事業日程 

   個別議題 
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・平成３０年度決算状況 

   ・会員増強運動期間の結果 

   ・第３３回全国健康福祉祭岐阜大会「地域文化伝承館」全体日程 

○令和２年２月１９日(水) 

 各部会共通議題 

 ・令和２年度県老連事業計画（案） 

 ・令和２年度県老連収支予算（案） 

 ・令和２年度県老連主要事業日程 

 ・ねんりんピック岐阜２０２０「地域文化伝承館」 

個別議題 

・会員増強運動結果を受けた今後の取組 

 

 イ 社会部会  

○令和元年６月２５日（火） 

個別議題 

・社会奉仕活動の推進 

 健康・友愛・奉仕「全国三大運動」推進要綱 

 老人クラブ「老人の日・老人週間」推進要綱 

 平成３０年度「社会奉仕活動」実施結果 

○令和２年２月１８日(火) 

個別議題 

・令和元度「社会奉仕活動」実施報告書集計結果 

 

ウ 健康部会  

○令和元年６月２４日（月） 

個別議題 

・令和元年度健康介護予防セミナー事業 

・令和元年度高齢者向け体力測定 

・令和元年度健康づくり推進員派遣事業 

・令和元年度軽スポーツ大会 

 ・令和元年度室内軽スポーツ普及事業 

 ・令和元年度生きがいづくり助成事業 

○令和２年２月１９日（水) 

個別議題 

・令和２年度高齢者体力測定実施要領（案） 

・令和２年度健康づくり推進員派遣事業実施要領（案） 

・令和２年度軽スポーツ大会実施要領（案） 

・令和２年度グランドゴルフ大会実施要領（案） 

・令和２年度室内軽スポーツの普及事業実施要領（案） 

・令和２年度健康・介護予防セミナー事業実施要領（案） 

・令和２年度生きがいづくり助成金交付要綱（案） 
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エ 文化部会  

○令和元年６月２４日（月） 

個別議題 

・第２７回県作品コンクール 

・第２７回芸能大会 

 ・令和元年度生きがいづくり助成事業 

・ねんりんピック紀ノ国やかやま2019美術展出品 

○令和２年２月２０日(木) 

個別議題 

・第２８回県作品コンクール実施要領（案） 

・令和２年度生きがいづくり助成金交付要綱（案） 

 

オ 女性部会  

○令和元年６月２１日（金） 

個別議題 

・令和元年度女性部関連事業 

・全国健康福祉祭岐阜大会「地域文化伝承館」への協力 

○令和２年２月２０日(木) 

個別議題 

・「地域文化伝承館」来場者配付用記念品作りの現状 

・令和２年度女性部関連事業 

 

カ 盛年部会  

○令和元年６月２１日（金） 

個別議題 

・会員増強運動５年間の結果 

○令和２年２月１８日(火) 

個別議題 

・会員増強運動結果を受けた今後の取組 

・令和２年度特定事業の表彰要件変更  

   

（４）監事監査 

  ○令和元年５月２０日（月） 

・平成３０年度(一財)岐阜県老人クラブ連合会事業報告及び収支決算監査 

       

２ 法人事務の遂行 

 岐阜県老人クラブ連合会の財政状況は、平成３０年度において７年連続した赤字 

決算から脱却し、令和元年度においても徹底した経費節減などにより２２５万円の 

黒字決算となった。 

今後も引き続き一般財団法人として支出の適正化を図り、各事業年度において貸 

借対照表・損益計算書・事業報告等を確実に整備し収支の健全化に努めていく。 


