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  一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会 



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３０年５月２３日（水）１１：１５～ 

  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）役員の異動報告について 

  （２）評議員の推薦について 

  （３）理事の推薦について 

  （４）その他事項 

・地域文化伝承館について 

  ・会長、副会長、常務理事の職務執行状況の報告について 

  ・会長・副会長の行事等の日程（６月～９月） 

 

 ・第２回会長・副会長会議 

日 時：平成３０年８月２８日（火）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）平成３０年度市町村単位老人クラブリーダー研修会について 

  （２）県老連会長表彰記念品について 

（３）その他事項 

・老人クラブ傷害保険について 

     ・第４７回全国老人クラブ大会について 

・平成３０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） 

      

 ・第３回会長・副会長会議 

  日 時：平成３１年１月１７日（木）１３：３０～ 

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）平成３１年度事業実施計画・個別事業（案）について 

  （２）平成３１年度事業予算の概要（案）について 

（３）会員加入増強等老人クラブ顕彰の改正について 



   その他事項 

      ① ２月・３月の行事予定について 

      ② 地域文化伝承館開催について 

 

・第４回会長・副会長会議 

   日 時：平成３１年３月１９日（火）１１：００～１２：００ 

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） 理事会提案議題等について    

   （２）  会長・副会長の行事等の日程（４月～８月）について 

 

２）理事会  

 ・第１回理事会 

  日 時：平成３０年５月２３日（水）１３：１５～１５：３０ 

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）平成２９年度事業報告について 

  （２）平成２９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）臨時評議員会の開催について 

  （７）その他事項 

・地域文化伝承館について 

  ・会長、副会長、常務理事の職務執行状況の報告について 

・平成３０年度近畿ブロック研修会の開催について 

  ・第４７回全国老人クラブ大会について 

 

 ・臨時理事会(書面審議) 

  日 時：平成３０年４月１日（日） 

  議 題 

  （１）常務理事の選定について 

      理事 藤井敦弘の常務理事の選定 

 



 ・臨時理事会 

  日 時：平成３０年６月７日（木） 

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）会長の選定について 

（２）副会長及び常務理事の選定について 

（３）副会長による会長業務執行順序について 

（４）一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会理事・評議員・監事の推薦規程の

改正について 

   

・第２回理事会 

  日 時：平成３１年３月１９日（火）１３：１５～１５：１５ 

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３０年度補正予算（案）について 

  （２）平成３１年度事業計画（案）について 

（３）平成３１年度収支予算（案）について 

（４）基本財産の運用について 

（５）運営安定基金の取り崩し（案）について 

（６）理事候補について 

（７）評議員候補について 

  （８）平成３１年度会員増強対策基本方針（案）について 

  （９）会員加入増強等老人クラブ顕彰の改正（案）について 

（10）平成３１年度定例評議員会の開催について 

  報告事項 

  （１）会長、副会長、常務理事の職務執行状況について 

  その他 

（１）地域文化伝承館について 

 （２）年間スケジュールについて 

 （３）平成３１年度近畿ブロックリーダー研修会について 

  （４）第４８回全国老人クラブ大会について 

 

３）評議員会 

 ・第１回評議員会 



  日 時：平成３０年６月７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）平成２９年度事業報告について 

  （２）平成２９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 

  （６）その他事項 

・地域文化伝承館について 

  ・第４７回全国老人クラブ大会について 

・近畿ブロック研修会について 

 

・臨時評議員会（書面審議） 

  日 時：平成３０年６月２０日（水） 

 議 題：一般財団法人和歌山県老人クラブ連合会評議員の選任について 

      （決議事項）・前田鐵郎（西牟婁郡老人クラブ連合会会長）及び 

井上正子（県老人クラブ連合会女性部副部会長） 

を理事に選任する。 

 

・第２回評議員会 

  日 時：平成３１年３月２７日（水）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）平成３０年度補正予算の承認について 

  （２）平成３１年度事業計画の承認について 

（３）平成３１年収支予算の承認について 

（４）基本財産の運用について 

（５）運営安定基金の取り崩しの承認について 

（６）理事の選任について 

（７）評議員の選任について 

  （８）平成３１年度会員増強対策基本方針等の承認について 

（９）会員加入増強等老人クラブ顕彰改正の承認について 

  その他 



  （１）地域文化伝承館について 

 （２）年間スケジュールについて 

（３）平成３１年度近畿ブロックリーダー研修会について 

  （４）第４８回全国老人クラブ大会について 

   

４）監事会 

  日 時：平成３０年５月１８日（金）１３：３０～１５：１０ 

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）平成２９年度事業報告について 

  （２）平成２９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３０年５月１０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）平成２９年度事業報告について 

  （２）平成３０年度事業計画について 

  （３）その他 

 ・第１５期「健康づくり中央セミナー」報告 

 

６）女性部会 

 ・第１回女性部会 

日 時：平成３０年５月１６日（水）１３：１５～１５：００ 

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）役員改選 部会長・副部会長の選任について 

  （２）平成３０年度市町村老人クラブ女性リーダー研修会について 

  （３）第３０回老人クラブ女性リーダーセミナー参加について 

  （４）平成３０年度老人クラブ女性部会活動について 

（５）地域文化伝承館来場者への記念品について 

（６）その他 

 



  報告事項 

  （１）委員の異動出席状況について 

  （２）平成２９年度県老連女性部会事業報告について 

  （３）第２９回老人クラブ女性リーダーセミナーについて 

  （４）平成２９年度生活モニター活動について   

  （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３０年７月１２日（木）１３：００～１５：００ 

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）委員の異動、出席状況について 

  （２）平成３０年度都道府県・指定都市老連女性代表者会議について 

  基調説明 

   「老人クラブの現状と今後の活動について」 

   「地域文化伝承館の開催について」 

                    県老連事務局長 藤井 敦弘 

  地域文化伝承館DVD 鑑賞  

  地域文化伝承館記念品について 

  その他  

わかやま元気シニア生きがいバンクについて 県長寿社会課 

 

７）郡・市町村老連会長、事務局長会議  

日 時：平成３０年８月２７日（月）１３：３０～１６：００ 

場 所：和歌山市・県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８階８０１号室 

  参加者： ６５名 

  会議内容 

  ・県行政説明 「和歌山県の高齢者施策の取組みについて」 

               和歌山県長寿社会課副課長  深海 君彦 氏 

         「高齢者の被害防止について」 

            和歌山警察本部 特殊詐欺被害防止アドバイザー 

  ・基調報告  「老人クラブを取り巻く現状と活動について」 

                    県老連事務局長   藤井 敦弘 



  ・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)和歌山支社支社長代理  白石康夫 氏 

 

８）郡・市町村老連事務担当者会議 

日 時：平成３１年２月１９日（火）１３：３０～１５：００ 

場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８階 ８０２号室 

参加者数：３４名 

議 題 

（１）平成３１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３１年度事業計画（案）の概要について 

    ① 個別事業計画（案） 

    ② 月別事業実施計画（案） 

③  地域文化伝承館について 

  （３）その他 

    ① 平成３１年度近畿ブロック老人クラブリーダー研修会について 

    ② 第４８回全国老人クラブ大会について 

    ③ 県老連役員・評議員について 

④ 県老連傷害保険の加入状況について 

    ⑤ 平成３１年度県老連傷害保険加入者数について 

    ⑥ 福利厚生事業「ゆったり会」会員募集について  

    ⑦ 福利厚生加入者数市町村別一覧表について  

     

９）会長表彰審査会 

日 時：平成３０年８月２８日（火）１３：１５～１４：００ 

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 

      老人クラブ育成功労表彰、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  １名 

②優良老人クラブ表彰     ７クラブ 

③模範老人表彰       ６０名 

④敬老篤行感謝        ５名 



 

〈会員加入増強等老人クラブ顕彰〉 

  会員増加 

   ①１０名以上３０名未満    ９クラブ 

    

  新設クラブ 

   ①２０名以上５０名未満    ５クラブ 

②５０名以上１００名未満   ２クラブ 

 

２ 事   業 

 

１）新規会員加入増強促進事業 

① 県老連「会員増強促進委員会」の開催 

第１回  

日 時 平成３０年７月２５日（火）１３：３０～ 

場 所 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階共同会議室  

出席者 委員１３名、県老連会長 ＊委員総数１５名 

議 題  

（１）委員長・副委員長の選出について 

（２）平成２９年度の会員増強促進の状況について 

（３）平成３０年度の会員増強対策の取り組みについて 

（４）その他 

・老人クラブ入会リーフレットの作成について 

・市町村単位老人クラブリーダー研修会について 

・会員加入増強促進研修会の開催について 

 

第２回  

日 時 平成３１年２月７日（木）１３：３０～ 

場 所 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛７階共同会議室 

出席者 委員 １０名、県老連会長 ＊委員総数１５名 

議 題 

（１）平成３０年度会員加入増強促進の状況について 



（２）今後の会員増強促進の取り組みについて 

  ①全国老人クラブ連合会の方針等について 

②平成３１年度会員増強対策基本方針（案）について 

③平成３１年度以降の会員増強促進委員会について 

（３）会員加入増強等老人クラブ顕彰改正（案）について 

（４）その他 

② 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。 

③ 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） 

 （会員増加） 

  ・１０名以上３０名未満    ９クラブ（＠１０，０００円） 

   

 （新設クラブ） 

  ・２０名以上５０名未満    ５クラブ（＠１０，０００円） 

  ・５０名以上１００名未満   ２クラブ（＠２０，０００円） 

 

④ 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３０年９月２０日（木）１３：３０～１６：００ 

     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 

  参加者数  ３０名 

事例発表 

岩出市老人クラブ連合会 女性副部長  井上 文子 

広川町老人クラブ連合会 事務局    花野 友成 

      グループ討議  

テーマ「クラブ活性化と会員増強について」 

      事務局職員も含め、５つのグループにて討議を行った。 



 

２）紀南地域  

日 時  平成３０年９月２７日（木）１３：３０～１６：００ 

場 所   田辺市 紀南文化会館 研修室 

     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 

     参加者数 ３２名 

事例発表 

田辺市老人クラブ連合会連絡協議会 

            末広楽友会    会長  高垣 陽一 

那智勝浦町老人クラブ連合会 

           ニュータウン東熟年クラブ 会長  峰  武久 

      グループ討議  

テーマ「クラブ活性化と会員増強について」 

      事務局職員も含め、５つのグループにて討議を行った。 

 

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３０年７月１９日（水）１３：３０～１６：００ 

場 所：田辺市・紀南文化会館 小ホール 

参加者：紀中地域（御坊市、田辺市、日高郡、西牟婁郡）の各市町村老連友 

    愛活動リーダー及び事務担当者 ６１名 

 

   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」 

            海南市老人クラブ連合会副会長    吉田 恵子 氏 

    事例発表 

・「住み慣れた町で健康・安心・安全について」 

             みなべ町老人クラブ連合会会長  森  茂  氏 

・「由良町老連における取組について」 

由良町老人クラブ連合会事務局  平瓦 淳  氏 



 

 ② 友愛活動啓発用冊子の配布 

   冊子「高齢者見守り手帳」２，２００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 

   美浜町老連から３名を派遣した。なお、このセミナーに参加した美浜町老連の

参加者から３１年度の相互支援研修会で報告をしていただく。 

  （参加者）美浜町老人クラブ連合会会長    濵口 宗五郎 氏 

     〃     副会長   坂本 和子  氏 

事務局   松本  淳  氏 

 

３）健康づくりリーダー養成講座 

  「和歌山市」及び「新宮市・東牟婁郡」の２地域で養成講座を開設した。  

（和歌山市） 

    ７月１０日（火）、９月５日（水）、１０月１５日（月）、１１月１６日（金）の

４日間実施。会場は、和歌山ビッグ愛及び和歌山ビッグウエーブ 

  ・ 受講者数 １７名  講座修了者 １２名 

 講座内容及び講師  

  第１日目（７月１０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 奥 幸博 氏 

・歯と口腔の健康管理について 

     和歌山県歯科医師会介護・在宅連携医療委員長 谷口 省吾 氏 

  ・これからの地域における高齢者施策について 

            和歌山県長寿社会課副課長   深海 君彦 氏 

・高齢者の安全対策について 

和歌山警察本部 特殊詐欺被害防止アドバイザー 

  第２日目（９月５日） 

・生活習慣病予防 

       和歌山県立医科大学保健看護学部教授   森田 郁晴 氏 

 ・救急救命事例から 

         和歌山市中消防署 宮前出張所    三木 淳男 氏 



  ・認知症予防はレクリエーションで 

       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１５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 

・くすりの正しい使い方 

           和歌山県薬剤師会        松本 正康 氏 

・高齢期の食生活のあり方 

           和歌山県栄養士会  栄養士   法岡 たか子 氏 

第４日目（１１月１６日）   

・高齢期の運動による健康づくり 

・高齢者の体力測定 ～意義とその活用法～ 

              順天堂大学名誉教授    武井 正子 氏 

 

（新宮市・東牟婁郡） 

   ７月１７日（火）、９月１３日（木）、１０月１８日（木）、１１月１５日（木） 

の４日間実施。会場は、新宮市・社会福祉センター及び新宮市・総合体育館 

  ・受講者数 ４５名 ・講座修了者 ３１名 

講座内容及び講師 

  第１日目（７月１７日） 

・歯と口腔の健康管理について 

   和歌山県歯科医師会介護・在宅連携医療委員  下出 長伸 氏 

・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  奥  幸博 氏 

・和歌山県の高齢者施策の取組みについて 

           和歌山県長寿社会課副課長  深海 君彦 氏 

・高齢者の安全対策について 

和歌山県警察本部  特殊詐欺被害防止アドバイザー 

 

第２日目（９月１３日） 

・健康長寿の秘訣 

       和歌山県新宮保健所 所長        形部 裕昭 氏 

・薬の正しい飲み方、使い方 

            和歌山県薬剤師会薬剤師    小林  仁 氏 



・救命講習 

          新宮市消防署 救急救命係   長尾 知明 氏 

   

第３日目（１０月１８日） 

・高齢期の食生活のあり方 

         和歌山県栄養士会  栄養士     谷口 せつ子 氏 

 

・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 

・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４日目（１１月１５日） 

・高齢期の運動による健康づくり 

・高齢者向け体力測定 ～意義とその活用法～ 

                順天堂大学名誉教授  武井 正子 氏 

 

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、紀南Ⅱ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３０年１１月１６日（金） 和歌山市・和歌山ビックウエーブ 

   対象地域 和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、橋本市、紀美野町、 

伊都郡 

   参加者  ４０名 

   講  師          順天堂大学名誉教授      武井 正子  氏 

 

・紀 中 

   平成３０年１０月２４日（水）  広川町・町民体育館 

   対象地域 有田市、御坊市、有田郡、日高郡 

    参加者  ４８名  

   講  師     和歌山県スポーツ振興財団    今阪  豪  氏 

 



・紀 南Ⅰ 

  平成３０年１０月１６日（火） 白浜町・白浜町総合体育館 

  対象地域 田辺市、西牟婁郡 

参加者  ３４名 

  講  師      和歌山県スポーツ振興財団    岡村 泰徳  氏  

 

・紀 南Ⅱ 

     平成３０年１１月１５日（木） 新宮市・新宮市立総合体育館 

   対象地域 新宮市、東牟婁郡 

    参加者  ３０名 

   講  師         順天堂大学名誉教授   武井 正子  氏 

 

５）健康づくり推進員登録事業 

   新規登録日：平成３１年４月１日 

   新規登録者数：１０名 

   登録者内訳：県老連主催の「健康づくりリーダー養成講座」修了者のうち開催

地老連会長が推薦したもの １０名 

   現在登録者数：４２名 

 

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。また、和歌山市地域については、雨天のため中止となった。 

 

 ・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         ５４３，１４４円 

        

 （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９日（金）    雨天のため中止 

  ②海南市・紀美野町 スポーツフェスティバル海南市・紀美野町老連グラウンド

ゴルフ大会 

   １１月２２日（木）  参加者 １３５名／グラウンドゴルフ 



 ③橋本市・伊都郡  ふれあいスポーツフェスティバル伊都・橋本大会 

  １０月１２日（木） 参加者 １８９名／ペタンク、グラウンドゴルフ 

 ④紀の川市     ふれあいスポーツフェスティバル第１３回紀の川市老 

連グラウンドゴルフ大会 

   １２月６日（金） 参加者 １２２名／グラウンドゴルフ 

  ⑤岩出市      第１３回岩出市老人クラブ連合会ニュースポーツ大会 

   １０月２９日（月）参加者 １３８名／グラウンドゴルフ、ペタンク 

  ⑥有田市・有田郡  ふれあいスポーツフェスティバル有田大会 

   １０月３０日（火）参加者 １４１名／グラウンドゴルフ 

  ⑦御坊市・日高郡  第２０回ふれあいスポーツフェスティバル日高郡・御坊市 

大会 

   １０月３１日（水）参加者 ２２８名／グラウンドゴルフ、ペタンク 

  ⑧田辺市・西牟婁郡 ふれあいスポーツフェスティバル田辺・西牟婁大会 

   １１月６日（火） 参加者 ９５名／グラウンドゴルフ、ペタンク 

  ⑨新宮市・東牟婁郡 平成３０年度ふれあいスポーツフェスティバル 

   １１月２９日（木） 参加者 １３３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３０年度は、白浜町、すさみ町の地域において

実施した。 

   （指定地区） 

      白浜町１地区 （市老連）実施回数  ５回／延べ参加者数  ９２名 

   すさみ町１地区（町老連）実施回数  ４回／延べ参加者数  ９０名 

    

８）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

実施した。 

・紀北地域 

    日 時：平成３０年１１月２６日（月）１３：３０～ 

   場 所：和歌山市・県文小ホール 

参加者：２２１名 

   日 程 



 式典の部 

・県老連会長表彰・感謝受賞者 

  ① 育成功労者表彰        １名 

      ② 優良老人クラブ表彰        ６クラブ 

       ② 模範老人表彰        ３４名 

      ③ 敬老篤行感謝         ５名 

  ・全老連活動賞受賞者         １クラブ 

（来賓） 県福祉保健部長      山本 等士 氏 

      県社会福祉協議会常務理事 栗山 隆博 氏 

      県長寿社会課長      谷口 善郎 氏 

 

  研修の部 

講演 「和歌山県の気象特性と防災気象情報」 

         和歌山地方気象台 

          次長  春海  孝  氏 

・紀南地域 

    日 時：平成３０年１１月３０日（金）１３：３０～ 

   場 所：田辺市・紀南文化会館小ホール 

参加者：２０７名 

   日 程 

 式典の部 

・県老連会長表彰・感謝受賞者 

  ① 優良老人クラブ表彰        １クラブ 

       ② 模範老人表彰        Ⅰ６名 

         

（来賓） 県福祉保健政策局長    宮本 浩之 氏 

      県社会福祉協議会常務理事 栗山 隆博 氏 

  研修の部 

講演 「和歌山県の気象特性と防災気象情報」 

         和歌山地方気象台 

          次長  春海  孝  氏 

  



９）女性リーダー研修会 

  日 時：平成３０年１１月２０日（火）１０：３０～１５：００ 

  場 所：田辺市・紀南文化会館 小ホール 

  参加者： ８５名 

  研修内容 

    人権・同和研修 

     講演「差別のない社会をめざして」 

         西牟婁振興局地域振興部 主幹 渡瀬 泰秀 

     ＤＶＤ視聴 「あなたに伝えたいこと」 

    報 告 

     ① 平成３０年度都道府県指定都市老連女性代表者会議報告 

              県老連女性部会長  岡  広子 

② 第２９回老人クラブ女性リーダーセミナー参加報告 

               県老連女性部副部会長 井上 正子 

 

 

     基調説明 「老人クラブの現状と今後の課題について」 

               県老連事務局長  藤井 敦弘 

 

    地域文化伝承館開催に向けての取組み説明 

県老連事務局長  藤井 敦弘 

     

秋田県地域文化伝承館のＤＶＤ鑑賞 

 

     事例発表 

      「会員増強対策の取り組みについて」 

         御坊市老人クラブ連合会女性部副部長  南出 文子 

         日高郡老人クラブ連合会女性部長    寒川 ツタヱ 

 

１０）地域文化伝承館 

  実行委員会 

設立総会及び第１回実行委員会の開催 

日 時：平成３０年６月２７日（水）１３：３０～ 

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 



 総会 

  １ねんりんピック和歌山大会及び地域文化伝承館の概要 

  ２先催県の開催状況 

  ３実行委員会の設置について 

  ４実行委員会規程について 

  ５実行委員会委員の委嘱について 

 

第１回実行委員会 

  議題 

   １平成３０年度事業計画について 

   ２企画検討委員会設置要綱について 

   ３平成３０年度予算について 

 

第２回実行委員会 

日 時：平成３０年１２月１２日（水） １３：３０～ 

場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛１２階  １２０１室 

議題 

 １出展・出演団体の応募結果について 

 ２ポスター、チラシについて 

報告 

   1実施計画書策定業務の委託について 

   2富山県「地域文化伝承館」視察報告について 

   3来場者記念品製作状況について 

 

第３回実行委員会 

日 時：平成３１年３月６日（水） １３：３０～ 

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出展・出演団体の追加承認について 

   ②オープニングアクトについて 

   ③実施計画案について 

   ④平成３１年度事業計画及び収支予算について 

  経過説明 

  報告事項 



①ポスター・チラシについて 

 

企画検討委員会 

第１回企画検討委員会 

日 時：平成３０年７月４日（水） １３：３０～ 

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来場者記念品について 

   2出演・出展団体の募集について 

   3委託業者の選定について 

 

  経過説明 

   1地域文化伝承館の概要について 

   2先催県の開催状況について 

   3実行委員会規程について 

   4企画検討委員会設置要綱について 

   5地域文化伝承館のスケジュールについて 

 

第２回企画検討委員会 

日 時：平成３０年９月１２日（水） １３：３０～ 

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 

   ・出展・出演団体募集説明会の状況とその後の動きについて 

   報告 

   ・富山大会について 

  その他 

    オープニングアクトについて 

 

第３回企画検討委員会 

日 時：平成３０年１２月１２日（水） １３：３０～ 

場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛１２階 １２０１室 

議題 

1出展・出演団体の応募結果について 

  2ポスター、チラシについて 



報告 

    1実施計画書策定業務の委託について 

    2富山県「地域文化伝承館」視察報告について 

    3来場者記念品製作状況について 

 

第４回企画検討委員会 

日 時：平成３１年２月１３日（水） １３：３０～ 

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オープニングアクトについて 

    ２実施計画書（案）について 

    ３「地域文化伝承館」企画運営業務の委託について 

 

   報告 

    １出展・出演団体の申込状況について 

    ２ポスター・チラシについて 

    その他 

     会場（ビックホエール）見学 

     

〇出展・出演団体募集説明会 

   日 時：平成３０年８月２７日（月） １３：１５～ 

場 所：県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８階 ８０１室 

    地域文化伝承館 出展・出演団体の募集について 

 

 

〇来場者記念品の制作 

   真田ひもストラップ  ３０００個（作成中） 

 

〇ポスター、チラシの作成 

   ポスター ３００枚  チラシ５０００枚 

 

〇先催県視察調査及び地域文化伝承旗引継ぎ式 

   富山県 平成 30 年１１月３日～５日 

    開催場所：「とやま自遊館」 



    出展ブース １３ブース 

    出演団体  ４０団体 

    伝承旗引継ぎ式 

 

１１）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   １，８００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 

   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５３名に、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。 

 

１２）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８４号〕・９月発行 カラー刷り、１２頁  ２７，２００部作成 

  〔第８５号〕・３月発行 カラー刷り、１２頁  ２７，２００部作成 

 

１３）傷害保険募集 

   平成３１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１０月末として募集事務を進めた。 

  ・傷害保険加入者数   １５，７２６名（平成３１年３月末現在） 

 

１4）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  １２，１５７名（平成３１年３月末現在） 

 



３ 全国研修会等への参加 

 

１）近畿ブロック老人クラブリーダー研修会 

  日 程：平成３０年６月１４日（木）～１５日（金） 

場 所：橿原市・橿原ロイヤルホテル 

参加者：  ３０９名（本県参加者 ２１名） 

 （研修内容） 

  第１日目 

   ・基調報告「老人クラブ組織の発展に向けて」 

全老連事務局長  谷野 香 氏 

   ・研究討議（分科会） 

    第１分科会 「健康長寿に取り組む健康づくり・介護予防活動」 

    第２分科会 「地域包括ケアシステムの構築に向けた友愛活動の充実」 

   第３分科会 「多世代や地域団体との交流による地域づくり」 

    第４分科会 「会員加入促進に向けた老人クラブづくり」 

   ＊第３分会では、有田川町老連の森田みどり 氏が事例発表を行った。 

 

  第２日目 

・講 演「あなたは知っていますか、こんなに怖い慢性腎臓病（ＣＫＤ） 

         ～健康長寿の秘訣はＣＫＤ予防にあり！～」 

奈良県立医科大学  教授 赤井 靖宏  氏 

 

・全体会  各分科会の討議事項の報告 

 

２）第４７回全国老人クラブ大会 

  日 程：平成３０年１２月４日（火）～５日（水） 

  場 所：宜野湾市・沖縄コンベンションセンター他 

参加者 本県から１９名。全国から約１，６００名 

（大会内容） 

  第１日目 活動交流部会 

   １部会 私たちの地域を支え合おう～新地域支援事業への参画～ 

     ２部会 仲間を増やそう～会員増強運動の推進～ 

   ３部会 老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン 



     ４部会 演じる活動＜舞台発表＞ 

 

   第２日目 講演・式典 

  ・講演「琉球・沖縄の歴史と文化」 

        沖縄県立博物館・美術館 館長  田名 真之  氏 

・表彰    

  全老連会長表彰 

・老人クラブ育成功労表彰  １２４名 

・優良老人クラブ表彰     ５２団体 

・優良郡市区町村老連表彰   ６３団体 

・永年勤続表彰        ２７名 

うち本県受賞者 

     優良クラブ  美浜町老人クラブ連合会 

 

  ・大会宣言  朗読 沖縄県老連副会長・女性委員長 金城 トシ子 氏  

  ・次回大会開催  埼玉県老人クラブ連合会 

       

３）第２４回在宅福祉を支える友愛活動推進セミナー 

日 程：平成３１年１月３０日（水）～３１日（木） 

場 所：東京都・全社協第３～５会議室  

参加者：本県から３名 

（美浜町 濵口宗五郎 氏、坂本幸子 氏、松本 淳 氏） 

 （研修内容） 

  第１日目 

・行政報告  厚生労働省老健局振興課課長補佐  内山  徹 氏  

  ・基調報告        全老連事務局長    谷野  馨 氏 

    ・事例発表  「老人クラブが取り組んでいる地域支え合い」 

京都府笠置町老人クラブ連合会会長    和田 栄雄 

横浜市都筑区老人クラブ連合会友愛部会長 永田 麗子 

岩手県陸前高田市老人クラブ連合会会長  小野寺 彦宏 

 第２日目 

 ・講 演   『地域支え合いにおける老人クラブへの期待』 

         神奈川県立保健福祉大学顧問 

山崎 美貴子  氏 



・分散会  （グループ討議） 

   ・全体会 

 

４）第３０回女性リーダーセミナー 

日 程：平成３０年１０月１１日（木）～１２日（金） 

場 所：東京都全社協会議室 

参加者：本県から岡 広子氏（海南市）、吉田 榮氏（西牟婁郡）、新谷壽美賀氏

（東牟婁郡）の 3 名。 

（研修内容） 

  第１日目 

  ・基調報告  

    「老人クラブの組織の発展に向けて」 

                   全老連事務局長  谷野  香 氏 

・事例発表  

  「役割を担った女性の活動」 

   ・横浜市神奈川区シニアクラブ連合会・女性委員長     三宅和代 氏  

   ・茨木県神栖市シニアクラブ連合会副会長・女性部長    柳川紘子 氏 

   ・神戸市兵庫区老人クラブ連合会副会長・女性会長の会会長 頼廣安子 氏 

      ・千葉県老人クラブ連合会理事・女性常任委員長      石井淑子 氏 

 

    行政報告 

    「特殊詐欺の被害防止対策等について」 

警察庁生活安全企画課     中山  徹 氏 

 

  第２日目 

  ・ワークショップ 

「女性の視点をいかした自助・共助」 

  公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会 

      男女共同参画センター横浜北 館長  常光明子 氏 

・全体会 

 

４ 全国・近畿ブロック老連との連携 



１）平成３０年度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第１回定例会 

日 程：平成３０年４月２５日（水）１０：３０～  

場 所：奈良県・社会福祉総合センター 

出席者：本会から 赤阪会長、藤井事務局長の２名 

  議 題 

  （１）中央情勢について 全老連常務理事  斎藤 秀樹 氏 

  （２）平成２９年度事業報告・収支決算について 

  （３）平成３０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 

     ・市町村老連事務局体制について 

  （５）近老協役員等の選任及び全老連役員等候補者の推薦について 

２）平成３０度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第２回定例会 

日 程：平成３０年８月１０日（金）１４：３０～  

場 所：大阪市立社会福祉センター 会議室 

出席者：本会から 藤井事務局長、辻岡活動推進員の２名 

 ・議 題 

（１）平成３０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） 

・「１００万人会員増強運動」の総括及び今後の展開について 

  ・地域の老人クラブに属さない会員の扱いについて 

  ・会費について 

その他 

 

３）平成３０年度近畿ブロック老人クラブ連絡協議会第３回定例会 

日 程：平成３１年２月２２日（金） １０：００～  

場 所：和歌山市・ビッグ愛 １２階 １２０１号室 

出席者：本会から 赤阪会長、藤井局長、辻岡活動推進員、岩橋活動推進員の４

名 

・議 事 

（１）平成３１年度事業計画案・収支予算案について 

  （２）平成３１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（情報交換） 

その他 

次回開催  ３１年４月２４日（水）１０：３０～ 



      大阪府老連  大阪府社会福祉会館 

 

４）平成３０年度全老連第１回定時評議員会 

日 程：平成３０年６月１９日（火）  

場 所：東京都・全社協会議室   

出席者：本会から 赤阪会長 

  ・議 題 

（１）平成２９年度事業報告について 

（２）平成２９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 

     その他 

５）平成３０年度全老連第２回定時評議員会 

日 程：平成３１年３月１２日（火）  

場 所：東京都・全社恊会議室   

出席者：本会から 赤阪会長 

  ・議 題 

   （１）平成３１年度事業計画（案）について 

   （２）平成３１年度収支予算（案）について 

   （３）評議員の補充選任について 

その他 

 

６）平成３０年度都道府県・指定都市老連会長会議 及び 

  平成３０年度第２回都道府県・指定都市老連事務局長会議（合同） 

日 程：平成３１年２月４日（月）～５日（火） 

場 所：東京都・全社協会議室   

出席者：本会から 赤阪会長、藤井事務局長の２名 

（会議内容） 

  第１日目    

  （１）行政説明 「地域包括ケアシステムをめぐる最近の動向について」  

               厚生労働省老健局振興課課長 尾崎守正 氏 

  （２）基調説明１ 「平成３１年度全老連事業について」 

                     全老連常務理事 齋藤秀樹 氏 



総務部長 正立 斉 氏 

基調説明２ 「老人クラブ『１００万人会員増強運動』の取り組みにつ 

いて」 

～都道府県・指定都市、市区町村、単位クラブアンケートの結果から～ 

                     全老連事務局長 谷野  香 氏 

  （３）報告 

〇「平成３０年７月豪雨災害」等への募金実績について 

 

女性委員会報告   全老連副会長・女性委員長 伊藤 八重子 氏 

 

  第２日目 

（１）講演 

     「高齢期のフレイル予防」 

         東京大学 高齢社会総合研究機構 教授  飯島 勝矢 氏 

 （２）全体会議  

７）平成３０年度都道府県・指定都市老新任連事務局長研修会 

日 程：平成３０年４月２７日（金） １１：００～    

場 所：東京都・全社協会議室 

出席者：本会から 藤井事務局長 

（研修内容） 

   ・老人クラブの歴史と現状、課題 

   ・都道府県・指定都市老連事務局の役割 

   ・全老連の組織・事業と、老人クラブに対する国庫補助について 

・その他 

 

８）平成３０年度第１回都道府県・指定都市老連事務局長会議 

日 程：平成３０年 7 月２日(月)～３日（火）  

場 所：東京都・全社協会議室 

出席者：本会から 藤井事務局長 

  （会議内容） 

  第１日目   

  ・厚生労働省説明 「高齢者関連施策と老人クラブへの期待」 

老健局振興課課長補佐  内山 徹   氏 

・基調説明 ①老人クラブ「１００万人会員増強運動」（最終年次）の 



推進について 

      ②新地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）の 

推進について  

      ③老人クラブ関係補助金の活用について 

④活動安全対策について  

⑤その他 

                全老連事務局長 谷野 香  氏  

  ・事例発表 

    （１）市町村老連とともに進める会員増強運動 

埼玉県老連事務局長  落合 一弘  氏 

（２）高齢者の閉じこもり防止などを目的とした「元気シニアスタンプ 

ラリー」の取り組みについて 

石川県老連事務局長  萬田 隆保  氏 

 

（３）国庫補助金の活用について 

香川県老連事務局長  坂部 輝昭  氏 

 

  ・分散会討議 

 

  第２日目 

  ・報告事項  

（１）第４７回全国老人クラブ大会について（沖縄県） 

（２）第３１回全国健康福祉祭とやま大会「第２８回地域文化伝承館」につい

て（富山県） 

（３）「老人クラブ「高齢消費者被害防止キャンペーン」について 

（４）政策委員会幹事について 

・全体会、まとめ  

 

５ 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。 

 



  



関係機関の役職表 (平成 30 年度） 

平成 30年 4月 1日 

関係機関 会  議  名 役 職 備  考 

県 

 

 

 

 

県社会福祉審議会（民生委員審査専門分科会） 委員 赤阪会長限定 

長寿社会対策推進会議 委員 赤阪会長 

県後期高齢者医療制度懇話会 委員 赤阪会長 

県社会福祉審議会（地域福祉専門分科会）委員 委員 澤村副会長 

県介護保険審査会 委員 澤村副会長 

県後期高齢者医療審査会 委員 澤村副会長 

県後期高齢者医療懇話会 委員 中尾副会長 

福祉のまちづくり推進協議会 委員 中尾副会長 

地域保健医療協議会医療費適正化計画専門委員会 委員 中尾副会長 

県後期高齢者医療制度懇話会 委員 岡副会長 

県医薬品安全安心使用懇話会 委員 岡副会長 

県セルフメディケーション推進懇話会 委員 岡副会長 

県消費生活審議会 委員 岡副会長 

交通事故をなくする県民運動推進協議会幹事会 委員 藤井事務局長 

交通事故をなくする県民運動推進協議会安全運動部会 幹事 藤井事務局長 

交通事故をなくする県民運動推進協議会高齢者交通安全

対策部会 

委員 藤井事務局長 

ねんりんピック紀の国わかやま 2019実行委員会 副会長 赤阪会長 

ねんりんピック紀の国わかやま2019実行委員会 専門委

員会 

委員 藤井事務局長 

県医師会 医療推進協議会 監事 赤阪会長 

県社協 県社会福祉協議会 理事 赤阪会長限定 

運営適正化委員会選考委員会 委員 赤阪会長限定 

全老連 全国老人クラブ連合会評議委員会 評議員 赤阪会長限定 

全国老人クラブ連合会女性委員会 委員 岡部会長限定 

近老協 近畿老人クラブ連絡協議会 委員 赤阪会長限定 

 


