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平成２７年度 事業報告書 

  

実施内容 

１．会の運営 

（１）理事会の開催 

会議 開催日時 主な協議事項 

第 1回 平成 27年 4月 22日（水） 

9:30～12:45 

参加者 33名 

 

○自己紹介 

○２７年度計画、予算、行事予定確認 

○２６年度事業報告、決算、監査報告 

○町外視察研修・２７年度会費 

〇シニア文化作品展・介護予防講座 

〇地域見守り推進事業 

○慶弔及び旅費規約の改正 

○県老連高齢者相互支援研修会 

第 2回 平成 27年 6月 24日（水） 

9:30～11:45 

参加者 34名 

 

○第１回役員研修 

○消費者講座の実施依頼 

〇平成２７年度会員数・会費納入報告 

○第２回役員研修会 

〇介護予防講座「棒ビクス」 

○広報部会 

○三重県老連 高齢者相互支援事業・啓発活

動研修会 

○会員交流会・高齢者のつどい 

○地域見守り推進事業 

○共同募金助成申請ヒアリング参加 

第 3回 平成 27年 8月 19日（水） 

9:30～11:30 

参加者 33名 

○シニア文化作品展 

○第３０回グランドゴルフ大会 

○高齢者のつどい 

○会員交流会・シルバーリーダー研修 

第 4回 平成 27年 9月 16日（水） 

9:30～11:00 

参加者 32名 

○高齢者のつどい・軽運動のつどい 

○社会奉仕の日・会員交流会 

○赤い羽根共同募金運動への参画 

○シニア cafe 

第 5回 平成 27年 10月 28日（水） 

9:30～10:30 

参加者 31名 

○軽運動のつどい・シニア cafe 

○１２月理事会＆懇親会 

○平成２８年度事業計画（案）予算（案） 

 行政への政策提言・行動 

第 6回 平成 27年 12月 11日（金） 

9:30～10:30 

○報告（軽運動のつどい、会員交流会等） 

○共同募金推進会議 



参加者 32名 ○シニア café・シニア通信 

第 7回 平成 28年 2月 24日（水） 

9:30～10:15 

参加者 33名 

○シニア café 

○役員交代 

○２７年度予算・行事予定 

第 8回 平成 28年 3月 23日（水） 

9:30～10:30 

参加者 34名 

○シニア café のふりかえり 

○２８年度事業計画・予算 

○役員改選 

 

（２）企画委員会の開催 

   参加メンバー／会長、副会長、事務局長、会計管理者、女性部長、事務局庶務 

第１回 平成２７年 ４月１５日 

第２回 平成２７年 ６月１１日 

第３回 平成２７年 ８月 ５日 

第４回 平成２７年 ９月 ２日 

第５回 平成２７年１０月１９日 

第６回 平成２７年１１月１８日 

第７回 平成２８年 ２月１０日 

第８回 平成２８年 ３月 ９日 

 

 

（３）部会の開催 

   女性部会の活動として、健康長寿料理講習会を２回開催した。 

取組名 内容 

健康長寿料理講習会 １２月１０日 ２月１５日に開催 

場所 東員町保健福祉センター 栄養指導室 

講師 小川 江美子 氏 

子育て支援 ※４地域支えあい事業（３）子育て支援活動の推進  

に記載 

子育て応援ルーム清掃活動 開催／平成２８年２月１５日 

参加／14名 

    

広報部会の活動として、シニア通信を２回発行した。 

第１回シニア通信 

平成２７年１１月２０日発行 

○高齢者のつどい 

○平成２６年度事業報告・決算 

○老人クラブのことを知っていますか？ 

○第３０回グランドゴルフ大会 

○きらり！この人（山口ヒロ子 伊藤豊） 

○地域の活動かわら版 

（南大社・八幡新田） 

○シニア文化作品展 

○すこやかライフ三重「文化作品展」 

○あたまのたいそう 



第２回シニア通信 

平成２８年３月３０日発行 

○平成２７年度シニア café 

○平成２８年度行事予定・予算 

○共同募金・新地域支援事業 

○女性部の活動を紹介します 

○きらり！この人（佐藤美義 是永忠彦） 

○地域の活動かわら版（筑紫 笹尾） 

○軽運動のつどい 

○あたまのたいそう 

○いい本見つけた！ 

 

（４）監査の実施 

   決算監査を、平成２７年４月１５日に実施したほか、適宜理事会及び各種事業に 

参加し、着実な事業遂行の確認に努めた。 

 

２．活動促進事業                              

（１）第１０回東員町シニア福祉大会の開催 

 開催日時／平成２７年１０月２日（金）１３：００～１３：４０ 

 開催場所／東員町総合文化センター ひばりホール 

 参加者数／６５９名（※同時開催のシニア芸能大会への参加者含む） 

 表彰者数／４名 

 大会宣言／佐藤女性部長が朗読し、全会一致で採択 

 

（２）役員研修会の開催 

回数 開催内容 講師等 

第１回 日時／平成 27年 6月 24日（水） 

場所／東員町保健福祉センター 

内容／高齢者施策の現状と今後の展望 

   ～今後シニアクラブへ期待すること～ 

中川 賢 氏 

（東員町役場 長寿福祉課 

課長補佐） 

第２回 日時／平成 27年 7月 15日（水）～16日（木） 

場所／兵庫県南あわじ市老連 

内容／広報部会等の部会活動と交流 

32名参加 

 

３．健康づくり・介護予防支援事業                       

（１）シニアスポーツ大会の開催 

内容 実施日 参加者数 

第３０回グラウンドゴルフ大会 平成 27年 9月 11日（金） 96名 

 

（２）軽運動のつどいの開催 

定期的に新しいことに接する機会と、新しいことに関心を寄せる気持ちを起こす 

ことで、心身をリフレッシュし、他者との交流促進を図った。 



 開催日時／平成２７年１１月６日（金）９：３０～１２：００  

 開催場所／東員町総合体育館 １階 アリーナ 

 参加者数／１１５名 

 実施内容／３グループに分かれて３種類のニュースポーツを順番に体験 

  種目 ①ラダーゲッター ②バッコ― ③ボッチャ 

  講師・・・・三重レクリエーション協会 １名（助手 小川 秋葉） 

 

（３）第２２回東員町シニア芸能大会・第１０回東員町シニア文化作品展の開催 

   【第２２回芸能大会 ※福祉大会後に引き続き開催】 

 開催日時／平成２７年１０月２日（金） １３：５５～１６：２５ 

 開催場所／東員町総合文化センター ひばりホール 

 参加者数／６５９名（一般来場者 425名 役員・出演者 234名） 

 出演内容／カラオケ２１名 演芸一般１４組 

   【芸能大会・演芸事前打ち合わせ会】 

 開催日時／平成２７年９月２４日（木） １３：３０～１４：３０ 

 開催場所／東員町総合文化センター ひばりホール 

 

   【第１１回文化作品展】 

 開催期間／平成２７年８月２１日（金）～８月３０日（日） 

 開催場所／東員町総合文化センター 展示コーナー 

 出展者数／５７名   

 来場者数／延べ４８７名 

 備考／今年度から「ＭＹ ＢＥＳＴ 作品投票」を実施し、上位５作品を 

三重県老人クラブ連合会文化作品展へ出展 

 

（４）すこやかライフ三重「文化作品展」最優秀賞受賞・つどいへの出演 

 開催期間／平成２７年１０月７日（水）～１０月１２日（月） 

 開催場所／三重県総合文化センター 第１ギャラリー 

 出展者数／５名 

 備考／山口ヒロ子さん（大木ＳＣ会）が最優秀賞を受賞 

 

   すこやかライフ三重のつどい 

 開催期間／平成２７年１０月９日（金） 

 開催場所／三重県総合文化センター ホール 

 出席者数／２５名（笹尾睦会が中心） 

 

（５）介護予防教室の開催 

平成２６年度に引き続き、２７年度から新たに全単位クラブで棒びくす教室を開

催した。 

 講師／川村かおり氏（棒びくすスペシャリスト） 

 

４．地域支えあい事業                             



（１）友愛訪問事業の実施 

各単位クラブに友愛チーム（構成は各クラブに一任）を結成し、閉じこもりや寝

たきりといった支援が必要な会員を激励する訪問活動を行った。 

クラブ名 対象基準 訪問員数 対象者数 訪問回数 

筑紫永楽会 ・大正生まれ  

・７５歳以上独居 

・７５歳以上高齢世帯 

３ １３ １ 

穴太弁天会 ・最高齢者 

・米寿 

・８５歳以上の方 

・療養見舞 

１０ ３４ １ 

瀬古泉笑寿会 ・１人で外出困難な方 

・地域との関係が希薄な人 

・介護施設利用者 

２ ５ １ 

山田共栄会 ・８５歳以上 

（施設入所、入院者は除く） 

１２ ２７ ２ 

六把野新田六和会 ・在宅介護状態の方 

・９０歳以上の方 

・自室からほとんど出ない方 

・寝たきりの方 

５ ３ １ 

鳥取長寿会 ・１人で外出困難な方 

・デイサービス利用者 

・老々介護の会員 

５ ５ ２ 

八幡新田やはた会 ・在宅介護者及びそれに準ず  

 る方 

９ ３ １ 

大木ＳＣ会 ・在宅で寝たきり及び外出 

困難な方 

２ １１ ２ 

北大社福寿会 ・一人暮らしの方 

・家族介護が必要な方 

・施設入居者、病院入院者、 

２ １９ １ 

南大社ハッピー ・９０歳以上の方 

・６ヶ月以上の要介護者 

（入所、訪問） 

１０ １９ １ 

長深長和会 ・自宅介護の歩行困難者 

・パークレジデンス慰問 

２０ ４８ 

1施設 

１ 

中上五和会 ・一人暮らしの方 

・日中独居で病弱な方 

１０ ５ １ 

笹尾睦会 ・８８歳以上の方 ６ ６ １ 

城山喜楽会 ・高齢の自宅療養者 １０ ３ １ 

 

（２）次世代育成支援活動の推進 

子どもの健やかな成長を地域全体で支えることで、世代を問わず、誰もが安心、 



安全に暮らしていくことができる東員町を目指し、今年度はモデルクラブを選定 

し、下記のとおり取り組んだ。 

クラブ名 取組内容 参加者数 

瀬古泉笑寿会 ８月１日（土） 

・グラウンドゴルフ体験 

子ども 12名 

大人 30名 

六把野新田６和会 ８月１日  ８日 ２２日 

９月５日 １２日 

三世代スポーツ交流 グランドグラフ大会 

 

参加数 80名 

鳥取長寿会 ８月２１日（金） 

・囲碁 将棋 お手玉 おはじき 

・ビンゴゲーム、茶話会 

子ども 27名 

大人 37名 

八幡新田やはた会 １０月１８日（日） 

・自主防災と救急救命講習 

参加者 20名 

南大社ハッピー １２月２９日（火） 

・郷土の偉人 

・駒回し お手玉 百人一首 輪投げ 

子ども 50名 

大人 20名 

笹尾睦会 ８月２０日（木） 

・輪投げ大会 

・子ども達による童謡の合唱 

子ども 57名 

大人 17名 

城山喜楽会 １１月１１日（水） 

・グラウンドゴルフ体験 

子ども 38名 

大人 25名 

 

（３）子育て支援活動の推進 

今年度から、東員町子育て支援センターが各地域の集会所等で実施している「お

でかけ広場」の運営に参画し、身近な場所で安心して子育てが楽しめる環境作り

に協力した。 

 実施回数／１８回 

 

５．若手高齢者組織化・活動支援事業                     

（１）シニアカレッジへの参画 

   第４０期を迎える東員町シニアカレッジに、単位クラブから受講生を送り出し、

次代のクラブ活動を担う人材養成を図った。 

 受講者数／３２名（うちクラブからの推薦者１８名） 

 

（２）シニア cafeの開催 

 開催内容 映画「あん」上映会 ＆ 交流会 

 開催日時 平成２８年３月３日（木） １３：００～１６：００ 

 開催場所 東員町総合文化センター ひばりホールほか 

 参加者数 ５００名 

 

６．町老連活動支援体制強化事業                        



（１）三重県老連 高齢者相互支援事業・啓発活動研修会 

   日時／平成２７年７月１０日(金) 

   参加者／本部役員 

   発表者／佐藤美義副会長 

   発表内容／地域見守り推進事業について(友愛訪問活動について) 

 

（２）老人クラブ会員手帳・老人クラブ会員章の販売促進 

自主財源確保にむけて、会員章と会員手帳を販売した。 

 

（３）交通安全・事故防止対策の啓発推進 

   三重県からの依頼を受け、会から交通安全活動指導員（シルバーリーダー）を 

   ３名選出し、リーダー育成研修／平成 27年 10月 16日（金 ）長島総合自動車学

校のほか、リーダー会議、地域での交通安全講習会に参加した。 

 

（４）「９月２０日社会奉仕の日」活動の推進 

   全国一斉「社会奉仕の日」取組要領に基づき、各単位クラブにおいて、地域の集

会所、墓地、道路、公園などの清掃活動を行った。 

 

（５）会員交流会の開催 

   ・日時／平成２７年１１月９日（月） 行先／世界遺産高野山 

   ・参加者数／３２９名 

 

 


