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【メインテーマ】 「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」
「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」
〈健康寿命〉
○ 健康寿命をのばし、自立した生活、生きがいある生活の実現を目指します。
○ 仲間や地域の高齢者とともに継続的な健康活動に取り組みます。
〈地域づくり〉
○ 他世代や関係団体と連携し、安全・安心の住みよい地域づくりを目指します。
○ 元気高齢者の知識・経験・活力を生かす場づくり・機会づくりを広げます。
Ⅰ．事業方針
Ⅰ．事業方針
老人クラブは地域の自発的な高齢者の組織をもとに、
「老後の幸せは自らの手で創り出そう」
を合言葉に全国に広がり、昭和３３年に香川県老人クラブ連合会が、昭和３７年に全国老人ク
ラブ連合会が結成されました。この間、高齢者保健福祉の推進に寄与するとともに、高齢者の
語らいの場、生きがい・健康づくりの拠り所として発展してきました。
私たちはこれからも歴史ある組織として、健康・友愛・奉仕を核に、老人クラブ 100 万人会
員増強運動（地域高齢者声かけ運動）と、新地域支援事業の趣旨を踏まえ老人クラブが担い手
となる活動を中心に、次の事業に取り組みます。
Ⅱ．重点事業
．重点事業
１．組織活動強化に向けた取り組みの推進「老人クラブ 100 万人会員増強運動」
ワン

(1) 地域高齢者声かけ運動「プラス１人作戦」の実施
新
(2) 声かけ運動の推進と平成２９年度「プラス 5 人作戦」達成クラブ表彰
(3) 老人クラブ 認知度アップ事業
[魅力発信事業] 県老連ホームページ内市町老連サイトの更新と活用促進
２．新地域支援事業に向けての参画
老人クラブが行う活動が、高齢者の介護予防や生活支援に資することへの理解と周知に
努めることと、友愛活動による地域支え合い活動を継続推進する
３．健康づくり・介護予防支援事業の推進
(1) シニアスポーツ・文化交流大会開催事業
(2) 高齢者の健康運動推進事業 講師派遣事業
(3) 元気シニア増加促進事業
４．第 60 回四国老人クラブ大会の開催
５．高齢者交通安全推進事業の取り組み
高齢者交通事故防止教室促進事業の実施

Ⅲ．平成３０
Ⅲ．平成３０年度
３０年度事業
年度事業別
事業別計画
公益財団法人 香川県老人クラブ連合会
公益目的事業
事業名

事業内容

健康づくり支援事業

（高齢者の健康と生きがい・社会参加の推進）
公益目的事業１

(1) シニア交流大会開催事業

① スポーツ(グラウンドゴルフ・ペタンク)大会の開催
② 文化 将棋大会の開催

(2) 高齢者の健康運動推進事業

① 講師派遣事業
健康運動、スポーツ(ＧＧ・ペタンク)出前講座
② 高齢者の体力測定の普及啓発
③ 健康・福祉教室実施（理学療法士会との協力事業）

(3) 元気シニア増加促進事業

地域で開催される各種介護予防等行事に参加する高齢
者を増やす為のスタンプラリー実施

(4) 郡市老人スポーツ大会・リーダー 郡市老人クラブ連合会が行うスポーツ大会や地域リーダ
研修会助成事業
ー研修会の支援

（地域支援と啓発普及）
公益目的事業２

(5) 地域リーダー研修会開催事業

各地で高齢者への情報提供や啓発に取り組む地域リー
ダーの資質向上のための県下全域対象研修会開催

(6) 若手高齢者組織化活動支援
事業

① 老人クラブ認知度アップ事業
[魅力発信] 県老連 HP 内市町老連サイト更新
[認知度ｱｯﾌﾟ] 〈香川県直接補助事業〉
老人クラブ加入促進講座開催事業

(7) ぼちぼちクラブ香川みんなの集い

第1 部
第2 部

(8) 高齢者交通安全推進事業

① 高齢者交通事故防止教室実施促進事業
② 高齢者の交通安全意識向上のための啓発
③ 交通安全高齢者自転車大会の共催

(1) 地域支え合い事業
新地域支援事業に向けて

①
②
③
④

(2) 地域モデル推進事業

① 高齢消費者被害防止の普及啓発

(3) 社会参加促進対策事業

① 地域高齢者声かけ運動「プラス １ 人作戦」 ○
新

(4) 啓発広報活動推進事業

① 機関紙「ぼちぼちかがわ」 年 2 回発行
② ホームページによる情報提供
③ キャラクター「にこりん」の普及

第３５回香川県老人クラブ大会
文化芸能発表等

高齢者の見守り支援を考える友愛の集い開催
高齢者の友愛訪問活動とたまり場活動の推進
地域の安全安心、見守りパトロール活動の推進
市町老連の地域支援事業への参画

ワン

その他（共益）事業
事業名

(1) 大会研修会等開催派遣事業

事業内容
①
②
③
④
⑤

四国 4 県老連会長・女性委員長・事務局長会議参加
第６０回四国老人クラブ大会開催
中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会参加
第４７回全国老人クラブ大会参加
全老連会長会議・女性委員会・事務局長会議他
全老連主催セミナー参加

(2) 委員会開催事業

各種事業展開のための検討委員会の開催
① 老人クラブ活動基金管理運用・調査研究委員会
② 女性委員会

(3) 郡市町老連連絡活動事業

組織強化(郡市町老連連携強化)推進事業
① 郡市町老連事務局長・担当者会議の開催
② 地区（校区）老連指導及び市町老連活動支援
③ 老人クラブ保険の普及
④ 老人クラブ会員章の普及

法人運営・管理
（1） 法人運営・管理事業

① 評議員会・理事会及び監事会の開催
② 公益財団法人体制運営、事務所管理他
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月
4

7

オークラホテル丸亀

27 （金）

全国新任事務局長・職員研修会

東京都全社協会議室

第 1 回女性委員会

県社会福祉総合センター

15 （火）

全老連女性代表者会議

東京都全社協会議室

16 （水）

監事会

県老連事務室

23 （水）

第 22 回理事会

県社会福祉総合センター

30 （水）

全老連理事会

東京都全社協会議室

第１3 回定時評議員会、第 23 回理事会

県社会福祉総合センター

14 （木）

郡市町老連事務局長・担当者会議

県社会福祉総合センター

19 （火）

全老連理事会・評議員会

東京都全社協会議室

2～3 （月～火）

全国事務局長会議

東京都全社協会議室

12～13 （木～金）

中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会

鳥取県米子市

第６０回四国老人クラブ大会

オークラホテル丸亀

全国老人クラブリーダー中央セミナー

東京都全社協会議室

24 （金）

シニア文化交流将棋大会

県社会福祉総合センター

10 （月）

第１回調査研究・基金管理運用委員会

県社会福祉総合センター

14 （金）

第２回女性委員会

県社会福祉総合センター

14 （金）

高齢者の見守り支援を考える友愛の集い

県社会福祉総合センター

1 （水）
8

9

10

7～8 （火～水）

15～21 （土～金）

12
31 年 1
2

3

「老人の日・老人週間」

20 日は全国一斉「社会奉仕の日」
県社会福祉総合センター

19 （水）

第２4 回理事会

26 （水）

シニアスポーツ交流ペタンク大会

県総合運動公園

12 （金）

第 40 回交通安全高齢者自転車大会

高松市総合体育館

全国女性リーダーセミナー

東京都全社協会議室

シニアスポーツ交流グラウンドゴルフ大会

高松市東部運動公園

第 31 回全国健康福祉祭とやま大会

富山県

みんなの集い（第 35 回香川県老人クラブ大会）

サンポートホール高松

第 47 回全国老人クラブ大会

沖縄県

第 3 回女性委員会

県社会福祉総合センター

30～31 （水～木）

在宅福祉を支える友愛活動セミナー

東京都全社協会議室

4～5 （月～火）

全国 会長・事務局長合同会議

11～12 （木～金）
24（水）

11

会 場

四国 4 県老連会長・女性委員長・局長会議

7 （木）
6

容

12 (木）
9 （水）

5

内

日 （曜日）

3～6（土～火）
15 （木）
4～5（火～水）
10 （月）

22 （金）

第２回調査研究・基金管理運用委員会

東京都全社協会議室
県社会福祉総合センター

4 （月）

地域リーダー研修会

県社会福祉総合センター

12 （火）

全老連理事会

15 （金）

第２5 回理事会

東京都全社協会議室
県社会福祉総合センター

22 （金）

第１4 回臨時評議員会

県社会福祉総合センター

※ 機関紙「ぼちぼちかがわ」は 7 月 1 日に 74 号、1 月 1 日に 75 号を発行

