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令和３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 令和 3年 4月 28日（水） 

9:30～11：00 

参加者 21名 

※新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、各

単位クラブ会長か女性

部長どちらか一人が出

席。 

・会長挨拶 

・役員紹介 

・令和 3年度補助金申請の説明（健康長寿課） 

【協議事項】 

・令和 2年度事業報告及び決算報告と令和 3年度

補正予算（案） 

・当会の運営 

・令和 3年度連合会費納入 

・第 41回連合会グラウンドゴルフ大会 

・第 17回シニア文化作品展 

・その他 

第 2回 令和 3年 7月 14日（水） 

9:30～11:00 

参加者 23名 

※新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、各

単位クラブ会長か女性

部長どちらか一人が出

席。 

・会長挨拶 

・会員交流会について 

・フレイル予防の重要性と町の施策、シニアクラ

ブへの期待について（健康長寿課） 

【報告事項】 

・令和 3年度各単位クラブ会員数と連合会費 

・第 41 回連合会グラウンドゴルフ大会の振り返

り 

【協議事項】 

・第 17回シニア文化作品展 

・全国一斉「社会奉仕の日」（9/20） 

・第 42回連合会グラウンドゴルフ大会 

第 3回 令和 3年 10月 26日（火） 

9：30～10：30 

参加者 24名 

※新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、各

単位クラブ会長か女性

部長どちらか一人が出

席。 

・会長挨拶 

【報告事項】 

・第 17 回東員町シニア文化作品展と三重県文化

作品展について 

・シニア通信 No.22 

【協議事項】 

・第 42回連合会グラウンドゴルフ大会 

・役員懇親会 

・令和 3年度東員町シニアのつどい 

・役員先進地視察研修 

・令和 4年度事業計画（案） 



・令和 4年度予算（案） 

・その他 

第 4回 令和 3年 12月 8日（水） 

9:30～10:45 

参加者 33名 

・会長挨拶 

・フレイルに関して（健康長寿課） 

【報告事項】 

・第 42回連合会グラウンドゴルフ大会の振り返    

 り 

【協議事項】 

・令和 3年度東員町シニアのつどい 

・第 26回物故会員慰霊塔合祀者 

・役員先進地視察研修 

・第 43回連合会グラウンドゴルフ大会 

・令和 4年度行事予定表（案） 

・その他 

第 5回 令和 4年 1月 19日（水） 

9:30～10:00 

参加者 32名 

 

・会長挨拶 

【協議事項】 

・令和 3年度東員町シニアのつどい 

・役員先進地視察研修 

・第 43回連合会グラウンドゴルフ大会 

・役員懇親会 

・令和 4年度の役員改選（案） 

【その他】 

・令和 4年度単位クラブ会長・女性部長異動届 

第 6回 令和 4年 3月 23日（水） 

9:30～10:00 

参加者 33名 

・表彰式（東員町シニア福祉大会中止のため） 

・会長挨拶 

【報告事項】 

・第 43回連合会グランドゴルフ大会 

【協議事項】 

・令和 4年度事業計画(案)・予算(案)  

・令和 4年度行事予定（案） 

【その他】 

・令和 4年度単位クラブ会長・女性部長異動届 

・いきいき百歳体操について 

 

（２）企画委員会の開催 

   参加者：会長、副会長、事務局長、会計管理者、女性部長、事務局 

 

第 1回 令和 3年  4月 13日（火） 

第 2回 令和 3年   7月 6日（火） 

第 3回 令和 3年 10月 19日（火） 

第 4回 令和 3年 11月 16日（火） 

第 5回 令和 4年  1月 11日（火） 

第 6回 令和 4年    3月 8日（火） 



 

（３）部会の開催 

【女性部会】 

→新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止及び廃止。 

 

【広報部会】 

＊シニア通信 vol.22 

発行日：令和 3年 10月 15日（金） 

内 容：第 17回東員町シニア文化作品展・「お気に入り作品」投票結果 

    会長挨拶・令和 2年度事業報告・第 41回連合会グランドゴルフ大会 

    地域の活動かわら版（全 16クラブ） 

 

（４）監査の実施 

   決算監査を、令和 3年年 4月 12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）とういん市民活動支援センターに協力 

   とういん市民活動支援センターに登録、ポスター展に参加した。 

 

（２）会員募集チラシの発行 

   連合会の取り組み内容や単位クラブの活動紹介、クラブの魅力を掲載し、 

新規会員に興味を持ってもらえるよう広報した。 

 

（３）1自治会 1クラブ設置の推進 

  ＊笹尾 8自治会 

内 容：笹尾 8 自治会が集まる会で会員募集チラシやシニア通信の回覧のお願い

をし、連合会の取り組み内容や単位クラブの活動紹介、クラブの魅力を

案内し、シニアクラブ設置に関心を持ってもらえるよう働きかけた。   

 

（４）役員研修会の開催 

  ＊第 1回 東員町役場健康長寿課による講演 

   場 所：東員町ふれあいセンター 会議室 1 

   講 師：中川賢様（東員町役場 健康長寿課長） 

   内 容：フレイル予防の重要性と町の施策、シニアクラブ連合会への期待につい          

       て 

 

  ＊第 2回 阿久比町いきいきクラブ連合会 先進地連合会等会長研修 

   場 所：阿久比町勤労福祉センター 

   参加者：シニアクラブ連合会役員 5名、八幡新田見守りネットワークの皆さま 

   内 容：東員町シニアクラブ連合会の取り組み内容や単位クラブの活動を紹介、



阿久比町シニアクラブ連合会と情報共有し、交流を深める。 

 

＊第 3回 東員町役員先進地視察研修 

   日 時：令和 4年 2月 21日（月） 

   場 所：いなべ市老人クラブ連合会 

   内 容：会員増強について、注目される単位クラブの事例、連合会の取り組み 

       単位クラブの活動が活発になるように連合会として工夫されているこ

となどについて意見交流を行う。 

   →新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。 

 

３．健康づくり・生きがいづくり事業                       

（１）グランドゴルフ大会の開催 

＊第 41回連合会グランドゴルフ大会 

日時：令和 3年 6月 23日（水） 

場所：東員町中央運動場・多目的グラウンド 

参加者：91名 

 

＊第 42回連合会グランドゴルフ大会 

日時：令和 3年 11月 10日（水） 

場所：東員町中央運動場・多目的グラウンド 

参加者：85名 

 

＊第 43回連合会グランドゴルフ大会 

日時：令和 4年 3月 9日（水） 

場所：東員町中央運動場・多目的グラウンド 

参加者： 92名 

 

（２）第 17回東員町シニア文化作品展 

日時：令和 3年 8月 18日（水）～8月 25日（水） 

場所：東員町総合文化センター 展示コーナー 

出展者：54点    

来場者：延べ 265名 

   

（３）第 15回東員町シニア福祉大会の開催 

日時：令和 4年 1月 28日（金） 

場所：東員町総合文化センター ひばりホール 

表彰者：5名 

   →新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。 

    当会の事業発展に永きにわたって貢献していただいた感謝を伝えたいという

想いから、第 6回理事会にて表彰式を開催した。 

 



 

 

（４）第 27回東員町シニア芸能大会の開催 

【芸能大会】 

日時：令和 4年 1月 28日（金）  

場所：東員町総合文化センター ひばりホール 

内容：カラオケ 16組 演芸一般 5組 

→新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。 

 本番にむけ練習に励んでいるなかでの中止決定となったため、エントリ

ーいただいた方に、記念品をお渡しした。 

 

（５）三重県老人クラブ連合会「文化作品展」への出展 

      日時：令和 3年 9日 29日（水）～10月 3日（日） 

   場所：三重県総合文化センター  第 1ギャラリー 

   →新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。 

 

（６）「すこやかライフ三重のつどい」への参加 

   日時：令和 3年 10月 1日（金） 

   場所：三重県総合文化センター  

   内容：芸能大会・講演会は中止、表彰式のみ（11/19）開催 

   →県老連「会長表彰」表彰として、長深長和会 秦要さんが老人クラブ功労者表

彰を授与された。 

 

（７）「ねんりんピック岐阜 2021」への出展 

   日時：令和 3年 10月 30日（土）～11月 2日（火） 

   内容：笹尾東 3丁目白梅会 山内幸治さんの作品 

   →新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。 

   「ねんりんピックかながわ 2022」令和 4年 11月 12日（土）～11月 15日（火） 

予定。 

                          

 

４．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 46 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：16名（うちクラブからの推薦者 14名） 

 

（２）シニアいきいきサークルの開催 

   男の料理教室 

   →新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止及び解散。 

 

 



 

５．全老連活動支援体制強化事業                        

（１）老人クラブ会員手帳・老人クラブ会員章の販売促進 

会員増強にむけて、会員章と会員手帳を案内した。 

 

（２）「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。 

 

６．会員交流事業    

（１）会員交流会の開催 

   日時：令和 3年 11月 4日（木）  

   場所：「掛川花鳥園」見学と井伊家菩提寺「龍潭寺」参拝の旅 

   →新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止。 

    

 


