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１

会の運営及び連絡調整

１）会長・副会長会議
・第１回会長・副会長会議
日 時：平成２７年５月１９日（火）１３：１０～１５：００
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）平成２６年度事業報告について
（２）平成２６年度収支決算報告について
（３）公益目的支出計画実施報告について
（４）その他事項
・会長、副会長、常務理事の職務執行状況の報告について
・県老連「14，000 人会員増強運動」推進状況について
・平成２７年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
・第４４回全国老人クラブ大会について
・会長・副会長の行事等の日程（５月～９月）
・第２回会長・副会長会議
日 時：平成２７年９月８日（火）１３：１５～１４：４０
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）平成２７年度市町村単位老人クラブリーダー研修会について
（２）老人クラブ会員増強運動の取組みについて
（３）その他事項
・第４４回全国老人クラブ大会について
・理事任期満了時の理事会、評議員会の開催について
・平成２７年度下半期事業について
・会長・副会長の行事等の日程（１０月～３月）
・平成２８年県老連傷害保険の募集について
・第３回会長・副会長会議
日 時：平成２８年１月２０日（水）１３：０５～１５：２０
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）平成２８年度事業実施計画・個別事業（案）について
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（２）２月・３月の行事予定について
（３）その他
・市町村老連会員加入増強促進委員研修会（報告）について
・都道府県・指定都市老連会長会議の報告について
・会員加入増強等老人クラブ顕彰について
・県老連会長表彰の記念品について
・第４回会長・副会長会議
日 時：平成２８年３月２４日（木）１３：００～１３：２０
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第３会議室
議 題
（１）代表理事（会長）の選定について
（２）運営安定基金の取り崩し（案）について
（３）平成２７年度補正予算（案）について
（４）平成２８年度事業計画（案）について
（５）平成２８年度収支予算（案）について
（６）理事候補（常務理事）の推薦について
（７）その他
・平成２８年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
・会長、副会長、常務理事の業務執行状況の報告について
・４月～７月の会長・副会長の予定について

２）理事会
・第１回理事会
日 時：平成２７年５月２５日（月）１３：１５～１５：２５
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）平成２６年度事業報告について
（２）平成２６年度収支決算報告について
（３）公益目的支出計画実施報告について
（４）評議員の推薦について
（５）理事の推薦について
（６）副会長の選定について
（７）その他事項
・会長、副会長、常務理事の職務執行状況の報告について
・県老連「14，000 人会員増強運動」推進状況について
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・平成２７年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
・第４４回全国老人クラブ大会について
・第２回理事会
日 時：平成２８年３月２４日（木）１３：３０～１５：００
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）代表理事（会長）の選定について
（２）運営安定基金の取り崩し（案）について
（３）平成２７年度補正予算（案）について
（４）平成２８年度事業計画（案）について
（５）平成２８年度収支予算（案）について
（６）理事候補（常務理事）の推薦について
協議事項
（１）平成２８年度一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会「会員加入増強等
老人クラブ顕彰」実施要項（案）について
（３）平成２８年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
（４）第４５回全国老人クラブ大会について
（５）平成２８年度月別事業実施計画（案）について並びに評議員会の開催日
程について
報告事項
（１）会長、副会長、常務理事の業務執行状況の報告について
（２）平成２８年度会員増強対策基本方針等について
（３）平成２７年度市町村老連会員加入増強研修会報告について

３）評議員会
・第１回評議員会
日 時：平成２７年５月２７日（水）１３：１５～１４：４０
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）平成２６年度事業報告について
（２）平成２６年度収支決算報告について
（３）公益目的支出計画実施報告について
（４）評議員の選任について
（５）理事の選任について
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（６）その他事項
・県老連「14，000 人会員増強運動」推進状況について
・平成２７年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
・第４４回全国老人クラブ大会について
・副会長の選任について
・臨時評議員会〔書面審議〕
日 時：平成２７年９月２５日（金）
議

題：一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会理事の選任について
（決議事項）・「田ノ本實」（田辺市老人クラブ連合会連絡協議会長）
を理事に選任する。

・臨時評議員会〔書面審議〕
日 時：平成２８年１月２７日（水）
議 題：第１号議案 一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会監事の補充選任
について
（決議事項）
・
「川邑宗司」
（川邑宗司会計事務所長）を監事に選任する。
第２号議案

一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会評議員の補充
選任について
（決議事項）・「福田光芳」（和歌山県消費生活センター所長）を評議員
に選任する。
・第２回評議員会
日 時：平成２８年３月２８日（月）１３：１５～１４：０５
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）運営安定基金の取り崩し（案）について
（２）平成２７年度補正予算（案）について
（３）平成２８年度事業計画（案）について
（４）平成２８年度収支予算（案）について
（５）理事の選任について
報告事項
（１）平成２８年度一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会「会員加入増強等
老人クラブ顕彰」実施要項（案）について
（２）平成２８年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
（３）第４５回全国老人クラブ大会について
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（４）平成２８年度月別事業実施計画（案）について
（５）平成２８年度会員増強対策基本方針等について

４）監事会
日
場
議

時：平成２７年５月１８日（月）１３：３０～１５：１０
所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第３会議室
題

（１）平成２６年度事業報告について
（２）平成２６年度収支決算報告について
（３）公益目的支出計画実施報告について

５）保健体育部会
日 時：平成２７年５月８日（金）１３：１５～１４：５０
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）平成２６年度事業報告について
（２）平成２７年度事業計画について
（３）その他
・第１２期「健康づくり中央セミナー」報告（新宮市老連：上廣正幸氏）

６）女性部会
・第１回女性部会
日 時：平成２７年５月１５日（金）１３：１５～１４：４５
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）平成２７年度市町村老人クラブ女性リーダー研修会について
（２）第２７回老人クラブ女性リーダーセミナー参加について
（３）平成２７年度老人クラブ女性部会活動について
（５）その他
報告事項
（１）委員の異動出席状況について
（２）平成２６年度県老連女性部会事業報告について
（３）第２６回老人クラブ女性リーダーセミナーについて
（４）平成２６・２７年度生活モニター活動について
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（５）市町村老人クラブ連合会女性部設置状況について
（６）市町村老人クラブ連合会における女性部活動状況について
・第２回女性部会
日 時：平成２７年７月２９日（水）１３：００～１５：３０
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
議 題
（１）委員の異動、出席状況について
（２）平成２７年度都道府県・指定都市老連女性代表者会議について
（３）老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン事業について
講演・情報交換
（１）講 演
「高齢消費者被害防止活動の取り組みについて」
特定非営利活動法人消費者サポートネット和歌山理事長
和歌山県消費生活センター相談員
赤井カホル氏
（２）活動状況情報交換
・郡市老人クラブ連合会女性部会長 １５名

７）郡・市町村老連会長、事務局長会議
日 時：平成２７年６月１８日（木）１３：３０～１６：００
場 所：和歌山市・県民交流プラザ和歌山ビッグ愛１２階 1201・02 号室
参加者： ６９人
会議内容
・県行政説明 「これからの地域における高齢者対策について」
和歌山県長寿社会課副課長
栗柳弘也氏
・基調報告

「老人クラブを取り巻く現状と課題について」
－新地域支援事業に向けての行動提案－
県老連事務局長
糸魚川隆司

・事例発表
①「加入促進に向けた仲間づくり活動の推進」
有田市老連会長
佐原靖彦氏
②「加入促進に向けた仲間づくり活動の推進」
古座川町池野山ほがらかクラブ会長
奥根公平氏
・保険説明 「和歌山県老人クラブ連合会傷害保険について」
東京海上日動火災保険(株)和歌山支社課長
辻本泰之氏
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８）郡・市町村老連事務担当者会議
日 時：平成２８年２月１７日（水）１３：３０～１５：００
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛６階 ６０３号室
参加人数：３６名
議 題
（１）平成２８年度県予算（案）、老人クラブ補助金等について
（県長寿社会課から）
（２）平成２８年度事業計画（案）の概要について
（３）平成２８年度月別事業実施計画（案）について
（４）その他
① 会員増強運動について
② 表彰について
③ 第４５回全国老人クラブ大会について
④ 平成２８年度喜の国いきいき健康長寿祭ゲートボール大会について
⑤ 県老連傷害保険の加入状況について
⑥ 平成２８年度県老連傷害保険加入者数一覧表について
⑦ 福利厚生事業「ゆったり会」会員募集について
⑧ 福利厚生加入者数市町村別一覧表について
⑨ 平成２７年度事業報告の概要について
（５）意見交換

９）会長表彰審査会
日
場

時：平成２７年８月３１日（月）１３：１５～１４：００
所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階 共同第１・２会議室
知事感謝状、優良老人クラブ表彰、模範老人表彰及び敬老篤行感謝並びに
会員加入増強等老人クラブ顕彰の審査を行った。
（審査結果）①老人クラブ育成功労者表彰 ２名
②優良老人クラブ表彰 １３クラブ
③模範老人表彰
４４名
④敬老篤行感謝
４名
〈会員加入増強等老人クラブ顕彰〉
①１０名～１９名増
１２クラブ
②２０名以上増
２クラブ
③新設クラブ
５クラブ
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２

事

業

１）市町村単位老人クラブリーダー研修会
県老連会長表彰・感謝並びに全老連会長表彰活動賞の授与式と研修会を併せ
て県内二カ所でのブロック別研修会を実施した。
①紀北ブロック
日 時：平成２７年１０月１４日（水）１３：２０～１６：３０
場 所：和歌山県民文化会館 小ホール
参加者：２５３人
紀北地域

和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、有田市、
海草郡、伊都郡、有田郡

（式典）

県老連会長表彰・感謝受賞者
①老人クラブ育成功労者表彰

（来賓）

（講演）

１人

②優良老人クラブ表彰

１２クラブ

③模範老人表彰

３４人

④敬老篤行感謝

３人

県福祉保健部長

幸前裕之氏

県社会福祉協議会副会長

中岡雅和氏

県長寿社会課長

伊藤経人氏

人権問題について：

「当たり前の中にあった大切なもの」－石巻の女の子からの手紙－
公益財団法人和歌山県人権啓発センター
登録講師

岩崎順子氏

（事例発表）①「高齢消費者被害防止啓発活動について」
海南市老連副会長

吉田恵子氏

②「会員増強・仲間づくり活動の推進について」
湯浅町老連会長

竹井輝夫氏ほか

“うたごえサークル”のみなさん。
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②紀中・紀南ブロック
日

時

平成２７年１０月８日（木）１３：２０～１６：２０

場

所

県立情報交流センタービッグ・ユー

参加人数

多目的ホール

２２７名

紀中・紀南地域

御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡、東牟婁郡

（式典）・県老連会長表彰・感謝受賞者

（来賓）
（講演）

①老人クラブ育成功労者表彰

１人

②優良老人クラブ表彰

１クラブ

③模範老人表彰

１０人

④敬老篤行感謝

１人

県福祉保健政策局長

山田成紀氏

県長寿社会課長

伊藤経人氏

人権問題について：

「当たり前の中にあった大切なもの」－石巻の女の子からの手紙－
公益財団法人和歌山県人権啓発センター
登録講師

岩崎順子氏

（事例発表）①「高齢消費者被害防止啓発活動の取り組み」
御坊市老連副会長

井上幸代氏

②「会員増強・仲間づくり活動について」
上富田町老連会長

木村孝士氏

２）高齢者相互支援・啓発事業
① 高齢者相互支援活動研修会
日 時：平成２７年７月９日（木）１３：３０～１６：００
場 所：紀南文化会館小ホール 田辺市新屋敷町１番地
参加者：紀中地域（御坊市、日高郡、田辺市、西牟婁郡）の各市町老連友愛
活動リーダー並びに事務担当者 ７２人
研修内容
講 演 「地域における高齢者支援活動について」
(一社)和歌山県介護福祉士会会長
井端智子氏
報 告 「友愛活動全国セミナー参加報告」
みなべ町老人クラブ連合会：前会長
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中村

武氏

事例発表
・「東春日むつみクラブの友愛活動について」
御坊市老人クラブ連合会・東春日むつみクラブ会長 辻本光子氏
・「中地区老人クラブ百々千会の活動について」
白浜町老人クラブ連合会・百々千会会長
濱口弘悦氏
② 友愛活動啓発用冊子の配布
冊子「みんなの元気 UP 教室」１，９００部を購入し、友愛活動の参考資料
として各市町村老連に配布した。
③ 友愛活動事例集の作成・配布
５００部を作成し、友愛活動の参考資料として各郡・市町村老連に配布した。
④ 友愛活動中央セミナーへの派遣
紀の川市、那智勝浦町から各１名、計２名を派遣した。なお、このセミナー
に参加した方には２８年度の相互支援研修会で報告をしていただく予定。
（参加者）紀の川市老人クラブ連合会会長
林 一雄氏
那智勝浦町老人クラブ連合会会長
玉置之一氏

３）健康づくりリーダー養成講座
「伊都郡・橋本市」並びに「有田郡・有田市」の２地域で養成講座を開設した。
（伊都郡・橋本市）
６月４日（木）、８月４日（火）、９月２日（水）、１１月４日（水）の
４日間実施。会場は、岩出市、九度山町ふるさとセンター及び九度山町立文化
スポーツセンター。
・ 受講者数 ４１人
講座修了者 ３４人
講座内容及び講師
第１日目（６月４日）
・介護予防について

～できることから～
（社福）喜成会地域交流センター長
・高齢者における口腔管理について
和歌山県歯科医師会介護保険在宅連携医療委員
・これからの地域における高齢者対策
和歌山県長寿社会課副課長
第２日目（８月４日）＊当初 7/16 が台風接近のため延期
・生活習慣病～脳の健康づくりを目指して～
和歌山県立医科大学保健看護学部教授
・実際の救急搬送状況から見る高齢者の事故
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寺井政子氏
岡田隆秀氏
栗柳弘也氏

森岡郁晴氏

伊都消防組合本部警防課係長
・レクリエーションを楽しんで脳トレーニング
レクリエーションコーディネーター
第３日目（９月２日）
・運動機能を高めよう！～できる範囲の健康づくり～
グループホームつぼみ代表
・くすりの正しい使い方
伊都薬剤師会会長
・高齢期の食事のあり方
和歌山県栄養士会 管理栄養士
第４日目（１１月４日）
・高齢期の運動による健康づくり
・高齢者向け体力測定の普及と安全に実施するために
順天堂大学名誉教授

道浦一樹氏
尾根敬子氏

奥

幸博氏

平越孝平氏
紙谷伸子氏

武井正子氏

（有田郡・有田市）
６月２５日（木）、８月５日（水）、９月４日（金）、１１月５日（木）
の４日間実施。会場は、有田川町金屋文化保健センター及び有田川町立きび
体育館
・受講者数 ３９人 ・講座修了者 ２５人
講座内容及び講師
第１日目（６月２５日）
・介護予防について ～できることから～
(社福)喜成会地域交流センター長
寺井政子氏
・歯と口腔の健康管理
和歌山県歯科医師会介護保険在宅連携医療委員
酒井靖彦氏
・これからの地域における高齢者対策について
和歌山県長寿社会課副課長
栗柳弘也氏
第２日目（８月５日）＊当初 7/23 が大雨警報発令のため延期
・生活習慣病について～脳の健康づくりを目指して～
和歌山県立医科大学保健看護学部教授
森岡郁晴氏
・高齢者に多い事故とその予防～救急・火災事例から
有田川町消防本部消防司令
髙垣秀行氏
・レクリエーションを楽しんで脳トレーニング
レクリエーションコーディネーター
尾根敬子氏
第３日目（１０月９日）
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・運動機能を高めよう！～できる範囲の健康づくり～
グループホームつぼみ代表
・薬、薬局の正しい使い方
和歌山県薬剤師会モリ薬局長
・低栄養を予防して老化を防ぐ食生活指針
和歌山県栄養士会 管理栄養士
第４日目（１１月５日）
・高齢期の運動による健康づくり
・高齢者向け体力測定の普及と安全に実施するために
順天堂大学名誉教授

奥

幸博氏

森

進氏

柏木茂美氏

武井正子氏

〇健康づくりリーダー養成講座事前打合会
①日 時：平成２７年４月１６日（木）１３：３０～１５：００
場 所：九度山町ふるさとセンター ４階会議室
出席者数：５名
九度山町、橋本市、伊都郡老連事務局担当者との間で、事業実施に向けて
の事前打合せを行った。
②日 時：平成２７年４月１５日（水）１３：３０～１４：５０
場 所：有田川町金屋文化保健センター 相談室
出席者数：４名
有田川町、有田市、有田郡老連事務局担当者との間で、事業実施に向けて
の事前打合せを行った。
③議 題（共通）
（１）事業実施要綱について
（２）参加者募集について
（３）県老連と地元老連との役割分担について

４）体力測定員養成講座事業（健康スポーツリーダー研修会）
紀北、紀中、紀南Ⅰ、紀南Ⅱの４地域に分けて研修会を実施した。ただし、
紀北、紀中地域については健康づくりリーダー養成講座と合同で実施した。
・紀 北
平成２７年１１月４日（水） 九度山町・九度山町立文化スポーツセンター
対象地域 和歌山市、岩出市、紀の川市、橋本市、海南市、海草郡、伊都郡
参加者
８７人
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講師
順天堂大学名誉教授
武井正子氏
・紀 中
平成２７年１１月５日（木） 有田川町・有田川町立きび体育館
対象地域 有田市、有田郡、御坊市、日高郡
参加者
６９人
講師
順天堂大学名誉教授
武井正子氏
・紀 南Ⅰ
平成２７年１１月１２日（木）
田辺市・田辺市体育センター
対象地域 田辺市、西牟婁郡
参加者
３１人
講師
和歌山県立体育館統括主任
今阪 豪氏
・紀 南Ⅱ
平成２７年１１月１６日（月）
那智勝浦町体育文化会館
対象地域 新宮市、東牟婁郡
参加者
４４人
講師
和歌山県立体育館統括主任
今阪 豪氏

５）女性リーダー研修会
日 時：平成２７年１１月３０日（月）１０：３０～１５：００
場 所：紀南文化会館 小ホール 田辺市新屋敷町１番地
参加者：８５人
研修内容
・報 告
① 平成２７年度都道府県指定都市老連女性代表者会議
② 第２６回老人クラブ女性リーダーセミナー
県老連女性部会長

柳瀬フヂ氏

・地域支え合いづくり研修
講 演
「高齢消費者被害防止活動見守り体制の重要性」
講 師
和歌山県消費生活センター紀南支所
消費生活専門相談員
黒田尚男氏
・会員増強研修
講 演
「会員増強運動の状況と今後の取り組み」
講 師
県老連事務局長
糸魚川隆司
・クラブ活動事例発表・実践発表
テーマ 「クラブの活性化・会員増強の取り組み」
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① 活動事例発表
「高齢消費者被害防止活動の取り組み」
田辺市老人クラブ連合会女性部長
「会員増強運動の取り組み」
由良町老人クラブ連合会 事務局
② 実践発表 体操「さわやか健康体操」
田辺市老人クラブ連合会女性部

坪井英子氏
平瓦

淳氏

６）ふれあいスポーツフェスティバル事業
県内８ブロックで実施するグラウンドゴルフやペタンクなどのふれあいス
ポーツ大会に経費助成を行った。
なお、那賀地域は、岩出市、紀の川市が別々に実施したので、それぞれに助
成を行った。
・助成金額（予算額） ８０，０００円×８ブロック＝６４０，０００円
（実績額） ７ブロック
５５９，２０４円
＊橋本市・伊都郡ブロックは実施しなかった。
（各地域の実施状況）
①和歌山市
ふれあいスポーツフェスティバルゲートゴルフ大会
１１月 ６日（金） 参加者５８名／ゲートゴルフ
②海南市・海草郡
スポーツフェスティバル海南市・紀美野町老連パークゴ
ルフ大会
１１月 ５日（木） 参加者１１１名／パークゴルフ
③紀の川市
ふれあいスポーツフェスティバル第１０回紀の川市老
連グラウンドゴルフ大会
１２月 ４日（水） 参加者９３名／グラウンドゴルフ
④岩出市
第１０回岩出市老人クラブ連合会ニュースポーツ大会
１０月３０日（金）参加者 １１３名／グラウンドゴルフ、ペタンク
⑤有田市・有田郡
ふれあいスポーツフェスティバルグラウンドゴルフ
有田大会
１１月１１日（水）参加者 １１７名／グラウンドゴルフ
⑥日高郡・御坊市 第１７回ふれあいスポーツフェスティバル日高郡・御坊市
大会
１１月１０日（火）参加者 １２９名／グラウンドゴルフ、ペタンク
⑦田辺市・西牟婁郡 田辺・西牟婁ふれあいスポーツフェスティバル
１１月２４日（火） 参加者 １２９名／グラウンドゴルフ、ペタンク
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⑧新宮市・東牟婁郡 平成２７年度ふれあいスポーツフェスティバル
１２月 ２日（水） 参加者 ２０１名／グラウンドゴルフ

７）健康ウォーキング推進事業
ウォーキングの定期的な実施による健康づくりの輪を県内に広げるため、モ
デル地区を指定して取り組んだ。平成２７年度は、和歌山市、岩出市、紀の川
市、橋本市、伊都郡内の地域において実施した。
（指定地区）
和歌山市２地区（安原地区・雑賀地区）実施回数延べ１６回／延べ参加者数
３０１名）
岩出市１地区（市老連）実施回数２回／延べ参加者数８８名
かつらぎ町１地区（妙寺支部）実施回数５回／延べ参加者数１８８名

８）新規会員加入増強促進事業
①「１４，０００人会員増強運動」への取り組み
全老連がすすめる全国 100 万人会員増強運動の本県における取り組みにつ
いては「輝け、わかやま！会員 10 万人運動－14,000 人会員増強運動－」
として平成２６年度から５カ年計画で県内全市町村老連において取り組ん
でいる。
◯初年度（平成２６年度の実績）：和歌山県
目標数

２，６３６名 →
内訳

／

実績：△１，３５８名

会員が増加した市町村老連

７

会員が減少した市町村老連

２３

新規入会者数は計２，２８８人
内訳

／

男性 856 人（37％）

女性

1，432 人（63％）

高年 759 人（33％）

若手

1，529 人（67％）

＊若手会員とは 75 歳までの人。
②県老連「会員増強促進委員会」の開催
第１回

日

時

平成２７年６月２４日（水）１３：１５～１５：０５

場

所

和歌山ビッグ愛７階共同会議室

出席者

委員１２名、県老連会長
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＊委員総数１４名

議

題

（１）市町村老連の会員加入増強促進委員会制度の設置状況に
ついて
（２）平成２６年度市町村老連会員増強活動について
（３）会員増強対策について
（４）その他
・平成２６年度一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会
「会員加入増強等老人クラブ顕彰」について
・福利厚生事業（ゆったり会）について
・和歌山県老人クラブ傷害保険について
第２回

日

時

平成２８年２月９日（火）１３：１５～１５：００

場

所

和歌山ビッグ愛７階共同会議室

出席者 委員１２名、 ＊委員総数１５名
議 題：
（１）市町村老連の会員加入増強委員会の活動状況について
（２）平成２６年度「14,000 人会員加入増強運動」への取り組
みについて
（３）平成２７年度会員増強対策について
（４）その他
・平成２７年度一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会
「会員加入増強等老人クラブ顕彰」について
・福利厚生事業（ゆったり会）について
・和歌山県老人クラブ傷害保険について
③会員増強啓発リーフレット作成
リーフレット 10，000 部作成・配布し、新規会員加入促進活動を展開した。
④会員加入増強等老人クラブ顕彰の実施
会員増強を図り、組織強化に貢献した単位老人クラブを顕彰し、奨励金を
交付した。
（奨励金）・１０名以上２０名未満

１２クラブ（@5,000 円）

・２０名以上

２クラブ（@10,000 円）

・新設クラブ

５クラブ（@10,000 円）

⑤郡市町村老連会員加入増強促進委員研修会の開催
１）紀北地域

日

時

平成２７年１１月２５日（水）13:30～16:00
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場

所 和歌山ビッグ愛８階会議室

対象市町

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、橋本市、
有田市、伊都郡・海草郡・有田郡の各町

参加人数
講

４０名

演 「会員増強運動の現状と今後の取り組み」
県老連事務局長

事例発表 岩出市老連女性部副部長

糸魚川隆司
西川文子氏

グループ討議 テーマ「会員増強の効果的な方法について」
事務局職員も含め、7 つのグループにて討議を行った。
２）紀南地域

日

時 平成２７年１１月２７日（金）13:30～16:00

場

所 田辺市民総合センター

２階交流ホール

対象市町 御坊市、田辺市、新宮市、日高郡・西牟婁郡・
東牟婁郡の各町村
参加人数
講

４８名

演 「会員増強運動の現状と今後の取り組み」
県老連事務局長

糸魚川隆司

事例発表 御坊市老連監事

中野和美氏

美浜町老連会長

濱口宗五郎氏

グループ討議「会員増強の効果的な方法について」をテーマ
に７つのグループ（事務局職員を含む）に分かれ
て討議を行った。

９）老人の日（９月１５日）
・老人週間（９月１５日～２１日）
県下一斉「社会奉仕の日（９月２０日）
」の取組
①「老人の日・老人週間」啓発ポスターの作成・配布
９月１５日の老人の日を中心にして、老人週間における啓発を進めるため、啓
発ポスターを作成・配布を行った。
ポスター作成枚数
２，０００枚
配布先
各郡・市町村老連事務局及び各単位クラブ
②新百歳長寿のお祝い
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満百歳を迎えた長寿会員に対しお祝いをした。
新百歳の会員７２人に、単位クラブ会長を通じて長寿祝い金を送り、長
寿のお祝いをした。
③「社会奉仕の日」の取組
各市町村老連において美化活動や環境にやさしい活動として公共施設や神
社・仏閣等の清掃活動等に取り組まれた。

１０）機関紙発行
年２回（９月、３月）機関紙（和老連ときめき）を発行して、会員へ情報提供
をした。
〔第７８号〕・９月発行 カラー刷り、１２頁
２９，０００部作成
〔第７９号〕・３月発行 カラー刷り、１２頁
２８，６００部作成

１１）全国運動、全国共通目標、地域支援活動の推進
①平成２７年度老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン事業
◯事務担当者会議
日 時：平成２７年４月２２日（水）１３：３０～１４：３０
場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階共同第１・２会議室
議 題：
（１）事業実施要綱について
（２）各老連の実施計画・申請内容について
（３）事業実施報告について
（４）意見交換
◯平成２７年度モデル老連（３市老連）
和歌山市老人クラブ連合会
海南市老人クラブ連合会
御坊市老人クラブ連合会
②平成２７年度みずほ教育福祉財団助成事業「老人クラブ介護予防・健康づく
り支援事業」
◯実施老連
新宮市老人クラブ連合会
事業内容
「ゆうゆうクラブ健康セミナー」の開催
「健康づくり講演会」の実施
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１２）傷害保険募集
平成２８年１月から始まる保険の募集について、普及依頼・申込み開始の説
明を１０月から行い、県老連受付期限を１１月末として募集事務を進めた。
・傷害保険加入者数
１８．９７６人（平成２８年３月末現在）

１３）福利厚生
福利厚生事業「ゆったり会」の新規受付、更新事務を進めた。
・福利厚生会員数
１１，７９７人（平成２８年３月末現在）

３

全国研修会等への参加

１）第３３回老人クラブリーダー中央セミナー
日

程：平成２７年６月１日（月）～６月２日（火）

場 所：全国社会福祉協議会第３～５会議室
参加者：２人（岩出市老連 藤川知良氏、太地町老連 須川時夫氏）
（研修内容）
第１日目
・行政説明
厚生労働省老健局振興課課長補佐
川部勝一氏
・基調報告
全老連常務理事
齊藤秀樹氏
・事例発表
①社会福祉協議会や町内会の協力を得た会員増強の取り組み
茨城県坂東市新町シニアクラブ会長 倉本萬吉氏
②若手会員の声を取り入れた会員増強の取り組み
鳥取県伯耆町老連若手委員長
・グループ協議
第２日目
・講 演 「地域支援について」文京学院大学准教授
・全体会

２）近畿ブロック老人クラブリーダー研修会
日

程：平成２７年６月１１日（木）～１２日（金）
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加川重之氏

中島

修氏

場 所：滋賀県大津市 琵琶湖グランドホテル
参加者：２８８人（本県参加者 ２２人）
（研修内容）
第１日目
・基調報告「老人クラブとしての運動・行動提案」
全老連 常務理事
齊藤秀樹氏
・研究討議（分科会）
第１分科会 「健康寿命を延ばす健康づくり、介護予防活動」の推進
第２分科会 「暮らしの安全を支え合う友愛活動」の推進
第３分科会 「他世代や関係団体と連携した地域づくり活動」の推進
第４分科会 「会員加入促進に向けた仲間づくり活動」の推進
＊第２分会では、田辺市大塔老連会長：嶝口富和氏が事例発表を
行った。
第２日目
・講 演 「１００歳人生を考える」
一般社団法人健康・福祉総研理事長 國松善次氏（元滋賀県知事）
・全体会
各分科会の討議事項の報告（斎藤常務から）

３）第１３期健康づくり中央セミナー
平成２８年２月２４日（水）～２６日（金） 神奈川県「ロフォス湘南」
参加者都道府県・指定都市老連から
名。
本県から２人（橋本市 澤村嘉津美氏、日高川町 清水ゆかり氏）
（研修内容）
・基礎講座

「介護予防と老人クラブ」

国際医療福祉大学大学院教授
竹内孝仁氏
・専門講座①（ 医 療 ）
「上手な医療の受け方」 日本医師会副会長 今村 聡氏
・専門講座②（運動・実技）
「高齢期の運動による健康づくり」
順天堂大学名誉教授
武井正子氏
・専門講座③（ 事故防止 ）
「高齢者に多い事故とその予防」
東京消防庁防災部防災安全課生活安全担当係長 田中富也氏
・専門講座④（
薬
）
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「高齢者のための薬の知識」日本薬剤師会常務理事
藤原英憲氏
・専門講座⑤（ 歯・口腔 ）
「歯・口腔の健康管理」
日本歯科医師会地域保健委員会ワーキングメンバー 細野純氏
・専門講座⑥（ 栄 養 ）
「高齢期の食生活のあり方」 日本栄養士会専務理事 追 和子氏
・グループ学習
「私たちの健康活動」 全国老人クラブ連合会事務局

４）第２７回女性リーダーセミナー
平成２７年１１月１９日（木）～２０日（金）東京都全社協会議室
本県から玉井勝代氏（橋本市）、岡広子氏（海南市）、秋月眞優美氏（岩出市）
の３名が参加した。
（研修内容）
第１日目
・基調報告
①「老人クラブの全国運動・行動提案について」
全老連常務理事
・事例発表
①女性会長の会で女性の参画を推進しよう
神戸市兵庫区老連副会長、女性部長
②ご近所福祉ネットワーク活動への参加
福井県鯖江市老連副会長、女性部長
第２日目
・分散会 テーマ①会員増強につながる活動

齊藤秀樹氏

頼廣安子氏
藤本澄子氏

②地域支え合いにつながる活動
・全体会

５）第４４回全国老人クラブ大会
日 程：平成２７年１１月２８日（水）～２９日（木）
場 所：静岡県静岡市コンベンションセンター「グランシップ」
参加者 本県から２０人。全国から約１，８８８名
（大会内容）
第１日目 活動交流部会
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１部会

支え合う地域づくり

２部会

同世代の連帯。仲間づくり

３部会

演じる活動

第２日目 講演・式典
・講演「徳川家康と久能山東照宮」
久能山東照宮宮司・久能山東照宮博物館館長
・表彰
全老連会長表彰
・老人クラブ育成功労表彰
・優良老人クラブ表彰
・優良郡市区町村老連表彰
・永年勤続表彰

落合偉州氏

１３１名
５９団体
５８団体
２６名

うち、本県受賞者
育成功労表彰
伊勢芳弘氏（前県老連副会長・有田市老連会長）
・大会宣言
朗読 静岡県老連副会長・女性委員長 平田五子氏
・次回大会開催地
富山県県老人クラブ連合会

６）第２０回在宅福祉を支える友愛活動推進セミナー
日 程 平成２８年１月１３日（水）～１４日（木）
場 所 東京都・全社協第３～５会議室
参加者 都道府県指定都市老連から１１８名。本県から２人
（那智勝浦町 玉置之一氏、紀の川市 林 一雄氏）
（研修内容）
第１日目
・行政報告

「介護保険制度の改正と老人クラブに期待すること」
厚生労働省老健局振興課課長補佐
稲葉好晴氏

・基調報告
「老人クラブの全国運動・行動提案」全老連常務理事
・活動報告「老人クラブの友愛活動」
①京都市伏見区二の丸老人クラブ会長
北川眞次氏
②北海道網走市老人クラブ連合会会長
磯江良三氏
・情報交換
（グループ討議）
・講 演
「老人クラブの友愛活動」
大阪ソーシャルワーカー会長
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齊藤秀樹氏

大塚保信氏

４

全国・近畿ブロック老連との連携

１）平成２７年度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第１回定例会
平成２７年４月２８日（火）１０：００～ 大阪市「ヴィアーレ大阪」
主席者 本会から 遠藤会長、糸魚川事務局長
議 題
（１）中央情勢について 全老連常務理事 齊藤秀樹氏
（２）平成２６年度事業報告・収支決算について
（３）平成２７年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
（４）当面する課題について
「１００万人会員増強運動推進にかかる奨励措置について
（５）役員の補充について

２）平成２７度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第２回定例会
平成２７年８月７日（金）１４：３０～

和歌山ビッグ愛５０４室

出席者 本会から 糸魚川事務局長、岡本活動推進員、岩橋活動推進員
・議 題
（１）平成２７年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会の報告について
（２）当面する課題について（情報交換）
・理事任期満了時の理事会、評議員会の開催について
・全老連提出の会員増強運動報告書について
・全老連提唱の「新地域支援事業」の行動提案について

３）平成２７年度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第３回定例会
平成２８年２月１９日（金） １０：３０～ 大阪府社会福祉会館
出席者 本会から 糸魚川事務局長
・議 事
（１）平成２８年度事業計画・収支予算案について
（２）平成２８年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について
（３）当面する課題について
・役員の定数及び選任について
・「１００万人会員増強運動」に向けた取り組み状況について
・役員の補充について（監事の補充）
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４）第１回都道府県・指定都市老連女性代表者会議
平成２７年５月１９日（火） 東京都・全社協会議室
本会欠席。
議 題
・基調説明 「平成２７年度全老連事業の重点について」
全老連 常務理事 齊藤秀樹氏
同 総務部長 谷野 香氏
・報告

「平成２６年度女性リーダーに関する活動報告」
全老連理事・女性委員会副委員長 伊藤八重子氏
・活動報告「高齢消費者被害防止キャンペーン」モデル事業に取り組んで
群馬県老連副理事長・女性委員長 川端幸枝氏
広島市老連副会長・女性委員長 満田チエ子氏
・講話 「老人クラブに期待すること」
全国消費生活相談員協会理事長 吉川萬里子氏

５）平成２７年度全老連定時評議員会
平成２７年６月８日（月） 東京都・全社協会議室
・議 題
（１）平成２６年度事業報告について
（２）平成２６年度決算について
（３）評議員の補充選任について
（４）理事及び監事の選任について

遠藤会長出席

６）平成２７年度都道府県・指定都市老連会長会議
平成２７年１２月１日（火）１３：３０～２日（水）１２：００
東京都・全社協会議室
出席者 本会から 遠藤会長、糸魚川事務局長
（会議内容）
第１日目
（１）行政説明 「介護予防・日常生活支援総合事業と老人クラブに期待する
こと」
厚生労働省老健局振興課課長 辺見 聡氏
（２）基調説明 「平成２８年度全国的な取り組みと全老連事業について」
全老連常務理事 齊藤秀樹氏
（３）活動発表
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奈良県老連「天理市長寿連合会における会員増強に向けた取り組み」
鹿児島県老連「１００万人会員増強運動と新地域支援事業の取り組み」
第２日目
（１）講演
「松戸市における新しい総合事業への取り組みと老人クラブへの期待」
千葉県松戸市介護制度改革課専門監 中沢 豊氏
（２）女性委員会報告
全老連女性委員長
駒場玲子氏
（３）全体会議

７）平成２７年度都道府県・指定都市老連事務局長会議
平成２７年６月９日(火)～１０日(水) 東京都・全社協会議室
出席者 本会から 糸魚川事務局長
（会議内容）
第１日目
・厚生労働省説明 「新しい総合事業について」
老健局振興課課長補佐
稲葉好晴氏
・基調説明

①１００万人会員増強運動の推進について
②新地域支援事業の推進について
③活動安全対策について
全老連常務理事 齊藤秀樹氏
・事例発表、意見発表
「埼玉県老連３万人会員増強運動について」
埼玉県老連常務理事・事務局長
落合一広氏
「宮崎県における新地域支援事業に向けた取り組み」
宮﨑県老連常務理事・事務局長
河野雄三氏
・分散会討議
第２日目
・報告事項
（１）高齢者消費者被害防止に向けた取り組みについて
（２）みずほ教育福祉財団助成事業「老人クラブ会議予防。健康づくり支援
事業」について
（３）老人クラブ保険普及について
（４）第４４回全国老人クラブ大会について（静岡県）
（５）第２８回全国健康福祉祭やまぐち大会「第２５回地域文化伝承館」に
ついて（山口県）
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・全体会、まとめ

８）平成２７年度第２回都道府県・指定都市老連事務局長会議
平成２８年２月８日（火）１１：００～
東京都・全社協会議室
出席者 本会から 糸魚川事務局長
（会議内容）
・厚生労働省説明
厚生労働省老健局振興課予算係長 梅本祐司氏
・基調説明

「平成２８年度全老連事業について」
全老連 常務理事
同
総務部長
・全体会（質疑応答）

５

齊藤秀樹氏
谷野 香氏

関係機関との連携

県関係始め各関係機関との間で、別紙役職表記載の会議委員等として連携・協力
を行った。
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