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平成３０年度（一財）岐阜県老人クラブ連合会事業報告書 
 

 Ⅰ 事業報告の概要  

 人口減少や高齢化に歯止めがかからない社会情勢の中、国においては６５歳以上を一

律に高齢者と見るのではなく、意欲・能力に応じた力を発揮できる時代が到来している

ことから、高齢化に伴う社会的課題に対応し全ての世代が満ち足りた人生を送れる環境

づくりを目的に「新たな高齢社会対策大綱」を平成３０年２月１６日に閣議決定したと

ころである。 

この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、今後、社会における高齢者への期待は益々大きくなってくる。 

 

 この中、岐阜県老人クラブ連合会では、以前より「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よう、全国三大運

動である「健康、友愛、奉仕」のキーワードの下に、「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」を推進し、社会の要請に応えてきた

ところである。 

 一方、組織活動の基盤となる会員増強運動については、現在、運動期間最終年度とな

る平成３０年度実績を取りまとめ中であるが、前年度までの実績結果を見る限り、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、クラブ数・会員数と

ともに減少傾向の流れは止まらず、目標達成は残念ながら困難な状況となっている。 

 なお、岐阜県老人クラブ連合会の財政状況は、平成２３年度以降、７年連続して赤字

決算となっていたが、平成３０年度における徹底した事務事業見直し及び経費節減など

により約２７０万円の黒字決算となった。今後も引き続き経費削減に努めていくことと

している。 

 

こうした状況の中ではあるが、平成３０年度においても老人福祉の増進に寄与する各

種事業を展開してきたところであり、以下はその主な事業活動結果である。 

 

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 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、各個人に適した健康 

づくりをめざして、かつ、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。 
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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１６会場（総日数１６日）で実施、全体で１,２８０名が参加した。 

 

（２）「生きがいづくり」事業活動  

〇 老人クラブ芸能大会は、羽島市で開催し来場者数は約７００名と前年度より減少 

（約５００名減）したが、地元関係者の強力な協力支援により有意義な大会となっ 

た。舞踊、合唱、ダンス等では年々素晴らしい出し物となり、それぞれ大きな拍手が 

送られ、楽しい一日を過ごすことができた。 

〇 老人クラブ作品コンクールでは、前年度より作品数は若干減ったものの、応募点 

数２７６点（文芸作品１３３点、美術作品１４３点）となった。力作、秀作が多く 

なり、見応えのある作品展となってきている。また、富山県で開催された第３１回 

全国健康福祉祭とやま大会の美術展の書の部で最高齢者賞(９５歳)を受賞した。 

 

２ 地域を明るくする社会活動 

〇 地域見守り運動、「老人の日・老人週間」の活動、さらにはエコライフ・リサイ 

クル運動の促進を通じて、子供の見守り、防災、友愛活動、清掃・美化活動、リサ 

イクル活動などは、地域に浸透し定着しつつあり、地域見守り運動や友愛運動の実施 

率は８５％（対前年２.５ポイント増）となっている。 

○「花のあるまち、ゴミのないまち」づくりの一環で取組む清掃・美化活動の実施率 

は前年同率の９５％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 

率は７２.５％（対前年７.５ポイント増）となっている。 

 

３ 会員増強運動「仲間づくり」事業活動 

〇 平成３０年度における会員増強運動の実績等については、とりまとめ中であるた 

め、確定していないが、各市町村老連においては、会員の減少傾向に歯止めをかけ 

る有効策が打ち出せないのが現状である。 

○ 過去４年間（平成２６～２９年度）の全国の状況を見ても、会員の減少傾向が続 

いている。 

○ 現時点では、少なくとも、各市町村老連において前年度と比較し、平成３０年度 

末時点で平成２９年度末時点の会員数からの減少幅が縮小していることを期待した 

い。 

 

   [会員数の推移]                         （単位：人，％） 

区 分 H26.3月末 (A) H27.3月末 H28.3月末 H29.3月末 H30.3月末 (B) B/A 

全 国 6,269,200 6,061,681 5,879,616 5,686,222 5,488,258 87.5 

岐阜県 196,188 190,478    184,999    178,568 171,050 87.2 

                        ※厚生労働省の福祉行政報告例より 

 

４「新地域支援事業」への参画 

○ 健康づくりや介護予防活動は、ほとんどの市町村老連や単位クラブで取り組んで 
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きたことであり、この経験を活かして市町村が行う新地域支援事業について、地域 

の関係機関や団体と連携・協力して事業への参画が進んできている。 

 

５ 財政状況について 

○ 平成３０年度の財政状況は、経常収益が３,３７４万円と対前年度比較で２５万 

円の増、経常費用が３,１０３万円と対前年度比較で３５６万円の減となり、決算 

額では８年ぶりの黒字決算となった。これは、作品展における展示方法の見直し等 

による事務事業見直しや徹底した事務費節減による経費削減に努めた結果である。 

○ これにより、平成３０年度末時点における取り崩し可能な正味財産額は７８４万 

円となったものの依然として厳しい財政運営状況にあることに変わりはなく、引き 

続き徹底した経費削減に努めていくものの、会費収入のあり方も含めた抜本的な対 

策についても検討していく必要がある。 

 

 Ⅱ 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 体力測定関係 

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１６会場（総日数１６日） 

で体力測定を実施し、全体で１,２８０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） 

 

＜表 1＞ 体力測定実施状況 

実施老連 年 月 日 場  所 参加者(人) 

岐阜市 

 

平成30年 7月20日(金)  北部コミュニティセンター    ６０  

平成30年 9月19日(水)  市橋コミュニティセンター     ６０  

平成30年 9月25日(火)  徹明公民館     ６０  

羽島市 平成30年 9月 6日(木)  羽島市民会館   ８０  

大垣市 平成30年11月28日(水)  大垣市総合体育館   ７０  

海津市 平成30年 6月 8日(金)  海津市平田体育館    ８０  

西南濃地区 平成30年 6月29日(金)  関ヶ原町民体育館   ９０  

輪之内町 平成30年 7月10日(火)  輪之内体育センター    １００  

池田町 平成30年 9月 5日(水) 池田町体育館  ７０  

美濃市 平成30年 6月13日(水)  美濃市体育館   ６０  

美濃加茂市 平成30年 7月 3日(火) プラザちゅうたい １００  

可児市 平成30年 6月11日(月) 可児市帷子公民館 ７０  
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土岐市 平成30年 6月26日(火) 土岐市駄知体育館     ９０  

平成30年10月23日(火) 土岐市駄知体育館 ８０  

瑞浪市 平成30年 6月21日(木) 瑞浪市民体育館   １２０  

中津川市 平成30年 6月22日(金) 東美濃ふれあいセンター ９０  

計  １,２８０ 

＊計画数：６ブロック老連×３回＝１８回 

    ＊平成３０度実績         １６回（前年度実績２０回） 

  

イ 健康づくり推進員派遣事業                                     

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７９０名が参加した。 

   ＜表２＞ 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) 

美濃市 平成30年 7月 5日(木） 美濃市中央公民館  ８０ 

可児市 平成30年 7月12日(木）  可児市文化創造センター     ２００ 

北方町 平成30年 7月25日(水）  北方町生涯学習センター      ３５０ 

輪之内町 平成31年 2月13日(水)  輪之内町民センター      １００ 

美濃市 平成31年 3月 6日(水) 美濃市中央公民館 ６０ 

 計 ７９０ 

     ＊計画数：市町村老連対象計１２回       

     ＊平成３０年度実績     ５回(前度実績：市町村老連５回） 

  

ウ 軽スポーツの普及事業 

（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開催し、全体で２,５６０名 

が参加した。 

 

    ＜表３＞ 軽スポーツ大会の開催状況   

  実施老連 年 月 日 場   所 参加者(人)  

 岐阜市 平成30年11月12日(月）  岐阜市長良公園 １６０ 

 岐阜地区 平成30年10月18日(木）  山県市総合運動場   ４５０ 

 西濃地区 平成30年10月18日(木）  国営木曽三川公園長良川SS   ５００ 

 中濃地区 平成30年10月 5日(金）  関市中池公園   ５５０ 

 東濃地区 平成30年10月 4日(木)  中津川市公園多目的広場    ５００ 

マレットゴルフ 平成30年11月 8日(木)  瑞浪市日吉ＭＧ場    １５０ 

飛騨地区 平成30年10月17日(水）  飛騨市古川ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ２５０ 

                            計 ２,５６０ 

                          （前年度実績 ２,８８０人） 
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（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積極的な導入・普 

及に努めた。 

       

    ＜表４＞ 室内軽スポーツの実施状況 

 実施老連     年  月  日     開 催 場 所 参加者(人) 

郡上市 平成30年 6月 7日(木) 郡上市総合スポーツセンター  １２０  

大垣市 平成30年10月29日(月) 大垣市総合体育館 １２０  

羽島市 平成31年 2月12日(火) 羽島市民会館 ８０  

 計 ３２０  

   ＊計画数：６ブロック老連×各１回 

＊平成３０年度実績：３ブロック老連計３回(前年度実績５ブロック老連、３３０人) 

 

エ 健康・介護予防 

（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が指導 

し、会員の健康づくりを支援した。 

          

     ＜表５＞ 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) 

可児市 平成30年 6月18日(月） 可児市福祉センター    ８０  

大垣市 平成30年10月 4日(木) 奥の細道結びの地記念館    ６０  

西南濃地区 平成30年11月21日(水） 関ヶ原町ふれあいセンター  １００  

可茂地区 平成30年11月29日(木） 川辺町中央公民館  １４０  

                           計 ３８０  

＊計画数：６ブロック老連×各１回       前年度実績 

＊平成３０年度実績数：４ブロック老連計４回  ５ブロック５回、４７０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。 

    

     ＜表６＞ 健康づくり講演会の開催 

 地 区       年 月 日      場  所 参加者(人) 

岐阜市 平成３０年７月２７日（金） 岐阜市文化ｾﾝﾀｰ ３７０  

岐 阜 平成３０年７月２５日（水） 北方町生涯学習ｾﾝﾀｰきらり ３５０  

西 濃 平成３０年６月２８日（木） 大垣市ｽｲﾄﾋﾟｱｾﾝﾀｰ ４５０  

中 濃 平成３０年７月１２日（木） 可児市文化創造ｾﾝﾀｰ ２００  

東 濃 平成３０年８月１０日（金） 瑞浪市総合文化ｾﾝﾀｰ ２８０  

飛 騨 平成３０年６月１２日（火） 飛騨市古川町総合会館 ３５０  

                                             計 ２,０００  

（前年度実績 ２,０１０人） 

 

オ 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） 

             

カ 健康づくりリーダー（健康づくり推進員）の養成 

現在 ２４人     H15＝２人、H16＝１人、H17＝１人、H18＝１人、H19＝１人 

H20＝２人、H21＝１人、H22＝２人、H23＝２人、H25＝２人 

H26＝２人､ H27＝１人、H28＝２人、H29＝２人、H30＝２人 

 

キ 介護予防、ねたきりゼロ運動の推進 

介護予防（認知症等対策）のため、研修会等において趣旨の周知と啓発を行った。 

 

（２）生きがいづくり    

ア 老人クラブ芸能大会 

○期 日 平成３０年１１月１５日(木)   

○場 所 不二羽島文化センター 

○出演者 １６グループ ２２０名 

          [グループ内訳] 

舞踊２、寸劇２、民踊５、 

合唱１、演劇１，詩吟１、   

ダンス３、音楽劇１ 

○来場者  ７００名 

  ○表 彰 優秀第１席 明朗会      （白川村） 民踊 

       優秀第２席 ブルースカイ合唱団（岐阜市） 音楽劇 

       優秀第３席 ステップダンス  （大垣市） ダンス 
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イ 老人クラブ作品コンクールと作品展 

○期 日 平成３０年１０月２５日（木） 

○場 所 長良川国際会議場 

○応募数  ２７２点 

            文芸作品 １３５点 

  （短歌、俳句、川柳） 

         美術作品 １３７点  

  （日本画、洋画、書、写真、 

工芸、彫刻） 

 

ウ ねんりんピック美術展入選者 

  ○期   日  平成３０年１１月３日（土）～５日（月） 

           （第３１全国健康福祉祭とやま大会・美術展への参加） 

  ○出 品 数  １２点（平成２９年度岐阜県老人クラブ作品展優秀作品） 

  ○最高齢者賞  書の部 海津市 服部信子（９５歳） 

        

エ 市・郡・町村老連の生きがいづくり活動への助成 

○助成対象：体育大会、軽スポーツ大会、作品展等 

・市   １３市 ２６件   

・郡    ２郡  ２件     

・町村    ５町  ５件 

       ＜計＞     ３３件，３９６千円（前年度実績６１件，９１５千円）    

 

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 平成３０年８月１７日（金） 

  ○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 ９１名 

（関係者   １９） 

  ○内 容 ・手作り作品の作成 

                アクリル毛糸で作る 

タコブラシ 

         ビニール袋入れ 

        ・分散会 

がやがや会議・情報交換を４会場で実施 

          会員増強、友愛活動、伝承・世代間交流、環境保全の４つの分野に 

分かれ情報交換 

・全体会 
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イ モデル事業の実施 

平成３０年度は可児市健友連合会をモデル市町村に指定し、「サロン」を開催し、認 

知症予防、健康管理、運動等について意見交換を行うとともに、各種レクリエーション 

を実施し、相互支援事業の推進を図った。 

 

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 

単位老人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 

単位老人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 欺防止、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。 

 

＜表７＞ 子供、防災、友愛活動等活動状況（報告分のみ） 

 

        

 

（３）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。 

 

（４）伝承活動・世代間交流の推進 

ア 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。 

    

イ 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。 

    

ウ 第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会への参画 

基本構想策定委員会へ参画した。 

 県全体    活動団体数 実施率 (活動／県全体) 

 老連数  ４０  ３４（１,７２４クラブ）    ８５％ 
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（５）「花のあるまち、ゴミのないまち 」づくり 

「老人の日・老人週間」の活動及び通年活動 

の促進に努めた。 

・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 

 

        ＜表８＞ 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  ３８(２,０８５クラブ）    ９５％         

  

（６）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減の推進  

○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 

 

        ＜表９＞ 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 ２９（１,１８７クラブ）    ７２.５％ 

 

３ 仲間づくり活動 

○ 県内各市町村老連における平成３０年度中の会員増強運動の実績については、現 

在とりまとめ中であるが、現時点までの報告状況を見る限り、平成２９年度末の会員 

数から大きく減少する見込みとなっている。 

○ この主な要因としては、役員やリーダーのなり手が少ないことにより休会や解散 

する単位クラブが生じていることや、会員の高齢化により新規加入者数を上回る自然 

減があることなどである。 

○ 一方、加入のきっかけについては、平成２９年度実施アンケート調査結果（岐阜県 

老連分）によれば、会員からの勧誘及び会員以外からの勧誘が各々約３０％を占めて 

おり、身近な人たちからの地道で粘り強い声かえ運動は、会員確保に向け重要となっ 

ている。 

 ○ 今後も県老連からの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などを掲載したチラシやパンフレット作成による広報活動、単 

位クラブにおける粘り強い声かえ運動により会員確保に努めていく。    

 

 



10 

 

４ 組織の強化   

（１）第５７回岐阜県老人クラブ大会の開催 

○期 日 平成３０年１０月２５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１,３００名 

○内 容 表彰状・感謝状の贈呈、大会宣言、講演等 

 

ア 表彰 

○県老連会長表彰 

・個人 ８８名 （前年度比△２０） 

  ・団体 １３団体（前年度比 △２） 

   ・看護  ３名 （前年度比 △２） 

○県老連会長表彰《特定事業》 

・団体 ７９団体（前年度比△１４） 

      ・仲間づくり ７１団体 

（前年度比△１３） 

うち特別表彰８団体 

（前年度比 △１） 

   ・健康づくり   ２団体 

（前年度比 △４） 

      ・ボランティア  ９団体（前年度比 ＋６） 

○県老連会長表彰《感謝状》個人  ４４名（前年度比 △６）  

  ○全老連活動賞・伝達分（ボランティア活動部門） 

   ・岐阜市  梅寿会連合会 

   ・下呂市  金山町シニアクラブ連合会 フォークダンス部フラワーレディース 

   ・北方町  俵町長寿会 

 

イ 講演       

○延ばそう「健康寿命」～これからの歯ッピーライフ～ 

            公益社団法人 岐阜県歯科医師会地域保健委員会委員長 

           杉浦 石根 氏（ホワイト歯科クリニック院長） 

 

（２）第４７回全国老人クラブ大会へ参加 

○期 日 平成３０年１２月４日（火） 

～５日（水） 

○場  所 沖縄県宜野湾市 

○参加者 １４名 

○式  典 表彰状贈呈、大会宣言等 
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ア 全老連会長表彰 

○育成功労    早野 正雄（岐阜県老人クラブ連合会監事）  

            山本  豊 （岐阜県老人クラブ連合会副会長） 

鈴木 久夫（岐阜県老人クラブ連合会評議員） 

○優良老人クラブ 市場老人会（羽島市） 

                     万年青会（可児市） 

○優良老連    岐阜市西郷地区老人クラブ連合会（岐阜市） 

○永年勤続表彰  清水 美千子（岐阜市老人クラブ連合会事務局） 

 

（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 

   ・「高齢者の栄養」（飛騨地区除く） 

     （岐阜県栄養士会長      森  範 子 氏） 

     （岐阜県栄養士会副会長    高井 美帆子 氏） 

   ・「熱中症にご用心」（岐阜地区） 

（(株)大塚製薬工場      田嶋   毅 氏） 

・「健康寿命について」（飛騨地区） 

    （飛騨市河合診療所長     根尾 実喜子 氏） 

・「健康長寿の誘い」（岐阜市） 

    （岐阜薬科大学名誉教授    葛谷 昌 之 氏） 

・「健康体操を通じ地域で活動！」（岐阜市） 

    （岐阜市老人クラブ連合会副会長 西口 義郎 氏） 

○単位クラブの指導者の活動事例発表 

  西濃地区 

   ・「クロリティー大好き♡宇留生」   

（大垣市宇留生長寿会） 

   ・「会員証の発行と会員特典で 

仲間づくりと魅力づくりを」 

（かがやきクラブ大垣） 

中濃地区 

   ・「会員増強アンケート結果報告」 

（美濃市シニアクラブ連合会）        

   ・「高齢者のいこい場（サロン可児川）」（可児市川合健友連合会第３青木会） 

東濃地区 

   ・「しめ縄づくり」（中津川市蛭川地区老人クラブ） 

   ・「各町老連の活動」（土岐市老人クラブ連合会） 

飛騨地区 

   ・「三市一村各代表による組織の現状と課題について」 

   （下呂市シニアクラブ、高山長寿連合会、白川明生長寿会、飛騨市シニアクラブ） 
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○研修会の開催日・開催場所 

（６頁「表６ 健康づくり講演会の開催」参照） 

 

イ 全老連研修会等への参加 

○老人クラブリーダー中央セミナー 

    期 日  平成３０年８月７日（火）～８日（水）  

    場 所  東京都 

    参加者  ２名（恵那市、飛騨市） 

○女性リーダーセミナー 

     期 日  平成３０年１０月１１日（木）～１２日（金） 

     場 所  東京都 

     参加者  １名（岐阜市） 

○友愛セミナー全国交流集会 

    期 日  平成３１年１月３０日（水）～３１日（木） 

    場 所  東京都 

    参加者  ２名（北方町、大垣市） 

 

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   平成３０年７月５日（木）～６日（金） 

   場 所    愛知県蒲郡市 

   参加者   １８８名（うち岐阜県２２） 

  ○７月５日（木） 

・基調講演 

「老人クラブ組織の発展に向けて」 

       全国老人クラブ連合会参事 

  河野 敦子 氏 

   ・講  演 

     「話し声のする元気な街づくり」 

       東海テレビアナウンサー   庄野 俊哉 氏 

  ○７月６日（金） 

   ・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） 

         

（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 
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進を図った。 

 

５  広報 

（１）機関紙「ろうれん」の発行 

    年２回（４月,１２月） 各６,７００部 

 

（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  平成３１年２月２７日（水） 

場  所  福祉農業会館２階大会議室   

議  題 ・平成３０年度事業実施状況 

結果について       

      ・平成３１年度主要事業日程等 

について 

・平成３１年度各種事業について 

・ねんりんピックについて 

 

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 

での一括加入に努めた。 

 

（２）老人クラブ会員章の普及 

会員意識の高揚と連帯をめざした「老人クラブ会員章」の普及に努めた。 

    

（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 

  ・全老連事務局長会議  平成３０年７月２日（月）～３日（火）      
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・全老連全国会長会議          平成３１年２月４日（月）～５日（火）  

     

（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  平成３１年２月７日（木）～８（金） 

場 所  石川県金沢市 

出席者  ３名（ブロック全体２３名） 

議 題 

   ［全老連説明］ 

・会員増強アンケート結果について 

・老人クラブ保険の見直しについて 

     ［各県・指定都市老連会長及び 

女性代表合同座談会］ 

     ・１００万人会員増強運動期間の最終年を迎えて 

    ・若手リーダーの養成と活用について 

     ［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  平成３０年６月１４日（木）～１５日（金） 

場 所  福井県福井市 

    

（３）市町村老人クラブ連合会事務担当者等会議 

（１３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 

〇 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 平成３０年５月３１日（木） 

  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２９年度（一財）岐阜県老人クラブ連合会事業報告（案） 

    ・平成２９年度（一財）岐阜県老人クラブ連合会収支決算書（案） 

    ・監査報告 

  評議員会個別議案 

  ・（一財）岐阜県老人クラブ連合会理事の補充選任（案） 

  ・（一財）岐阜県老人クラブ連合会評議員の補充選任（案） 
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〇第２回理事会 

  ・（一財）岐阜県老人クラブ連合会理事所属部会の指定及び各部会委員の補充 

選任（案） 

    ・（一財）岐阜県老人クラブ連合会評議員会の招集 

 

イ 平成３０年１２月１３日（木） 

〇第３回理事会、第２回評議員会   

    理事会個別議案 

    ・（一財）岐阜県老人クラブ連合会評議員会の招集について 

    共通事項 

    ［協議事項］ 

・「ねんりんピック岐阜２０２０」 

について 

・機関紙「ろうれん」について 

 ［報告事項］ 

・会員増強運動について 

    ・健康づくり事業の実施状況について 

       

ウ 平成３１年３月２８日（木） 

〇第４理事会、第３回評議員会   

     理事会個別議案 

    ・（一財）岐阜県老人クラブ連合会評議員会の招集について 

共通事項 

    ［議案］ 

    ・平成３０年度(一財)岐阜県老人クラブ連合会収支補正予算（案） 

    ・平成３１年度(一財)岐阜県老人クラブ連合会事業計画（案） 

    ・平成３１年度(一財)岐阜県老人クラブ連合会収支予算（案） 

［報告事項］ 

    ・平成３１年度(一財)岐阜県老人クラブ連合会主な事業日程 

 

（２）正副会長会議の開催 

ア 第１回 平成３０年５月１８日（金） 

○協議事項 

・平成２９年度事業報告（案） 

・平成２９年度収支決算（案） 

・役員の補充選任について 

○報告事項 

     ・全老連会長表彰推薦（案） 

・全国老人クラブ大会について 

  ○その他 

・「ねんりんピック岐阜２０２０」実行委員会について 
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・「野田聖子先生の総務大臣就任を祝う会」について 

 

イ 第２回 平成３０年９月６日（木) 

○協議事項 

・県老連表彰者の選考について 

・第５７回県大会の開催について 

・全国老人クラブ大会について 

・県老連表彰「特定事業」の表彰要件について 

○その他 

・会員増強運動について 

・「ねんりんピック富山大会」視察について 

 

ウ 第３回 平成３０年１２月１３日（木） 

○協議事項 

・「ねんりんピック岐阜２０２０」について 

・機関紙「ろうれん」について 

○報告事項 

・会員増強運動について 

・健康づくり事業の実施状況について 

 

エ 第４回 平成３１年３月２０日（水） 

○協議事項 

・平成３０年度収支補正予算（案）について 

・平成３１年度事業計画（案）について 

・平成３１年度収支予算（案）について 

・表彰について 

○報告事項 

・平成３１年度主要事業日程について 

・理事、評議員の選任について 

・各種大会、研修会への地区別参加者について 

○その他 

・「ねんりんピック岐阜２０２０」について 

      

（３）部会の開催       

ア 総務部会  

○平成３０年６月２２日（金） 

議題・平成３０年度事業計画につ 

いて（各部会共通） 

・平成３０年度主な会議、行 

事等について(各部会共通) 

・平成１８～２９年度までの決算状況について 
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・会費等の見直しについて 

     ・会員増強運動４年目の実績について 

     ・ねんりんピック岐阜２０２０基本構想について 

○平成３１年２月１９日(火) 

議題・平成３１年度事業計画（案）について（各部会共通） 

・平成３１年度収支予算（案）について（各部会共通） 

・平成３１年度主要事業日程について（各部会共通） 

・ねんりんピック岐阜２０２０「地域文化伝承館」について(各部会共通) 

 

 イ 社会部会  

○平成３０年６月２２日（金） 

議題・社会奉仕活動の推進について 

    健康・友愛・奉仕「全国三大運動」推進要綱について 

    老人クラブ「老人の日・老人週間」推進要綱について 

○平成３１年２月１８日(月) 

議題・平成３０度「社会奉仕活動」実施報告書集計結果について 

 

ウ 健康部会  

○平成３０年６月２５日（月） 

議題・健康介護予防セミナー事業について 

 ・高齢者向け体力測定について 

 ・いきいきクラブ体操普及事業について 

 ・軽スポーツ大会について 

 ・室内軽スポーツ普及事業について 

 ・生きがいづくり助成事業について 

 ・ねんりんピック岐阜２０２０基本構想について 

○平成３１年２月１９日(火) 

議題・高齢者体力測定実施要領（案）について 

・健康づくり推進員派遣事業（案）について 

・軽スポーツ大会（案）について 

・室内軽スポーツの普及事業（案）について 

・健康介護予防セミナー（案）について 

・生きがいづくり助成金交付要綱（案）について 

 

エ 文化部会  

○平成３０年６月２５日（月） 

議題・第２６回作品コンクールについて 

  ・第２６回芸能大会について 

 ・生きがいづくり助成事業について 

 ・ねんりんピック富山２０１８美術展出品について 

 ・ねんりんピック岐阜２０２０基本構想について 
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○平成３１年２月２１日(木) 

議題・第２７回県作品コンクール（案）について 

・第２７回県芸能大会（案）について 

・生きがいづくり助成事業（案）について 

 

オ 女性部会  

○平成３０年６月２１日（木） 

議題・平成３０年度女性部関連事業について 

○平成３１年２月２１日(木) 

議題・平成３１年度女性部関連事業について 

 

カ 盛年部会  

○平成３０年６月２１日（木） 

議題・副部会長の選任について 

・平成１８～２９年度までの決算        

状況について 

・会員増強運動４年目実績について 

・今後の会員増強への取り組みに 

ついて 

○平成３１年２月１８日(月) 

議題・会員増強運動について 

・平成３１年度特定事業の表彰要件等について 

    

（４）監事監査 

  ○平成３０年５月１６日（水） 

・平成２９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 

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、今後とも収支の健全化に努めていく。 


