
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年８月 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 
 

 

 

老人クラブ活動事例集 

～高齢者の生きがいづくりを推進するために～ 



 

 

 

○老人クラブ活動事例集 
  昨今、老人クラブ数や会員数は、全国的に減少傾向にあり、本県でも老人ク

ラブ加入率は 20.0％（平成 30 年 4 月時点）となっています。また、県内各市町

村の加入率は約 3％～60％と格差があり、それぞれの市町村の状況に応じた

取り組みがますます必要となっています。 

 本事例集は、愛知県から県内各市町村（名古屋市を除く）に対し、加入率向

上に向けた取り組みについて照会を行った結果をまとめたものです。 

各老人クラブにおいては、本事例集に記載した事例以外にも加入率向上に

向けた様々な活動を実施されていることと思いますが、本事例集を加入促進の

ための一助としていだき、クラブ活動の活性化につなげていただければ幸いで

す。 

●老人クラブ活動事例一覧 

１ 健康づくり、介護予防 一宮市、瀬戸市、大府市、高浜市、愛西

市、弥富市、東郷町、大治町、武豊町、

設楽町、東栄町 

２ 趣味、文化、レクリエーション 半田市、春日井市、豊川市、犬山市、江

南市、東海市、尾張旭市、岩倉市、清須

市、みよし市、飛島村、美浜町 

３ 友愛、ボランティア 津島市、西尾市、蒲郡市、田原市、北名

古屋市、豊山町、扶桑町、蟹江町、阿久

比町 

４ 安心、安全、まちづくり 碧南市、常滑市、あま市 

５ 世代交流、伝承 新城市、日進市、大口町、東浦町、幸田

町 

６ 環境、生産、リサイクル 豊橋市、豊根村 

７ その他の活動 岡崎市、豊田市、刈谷市、安城市、小牧

市、稲沢市、東海市、知多市、知立市、

豊明市、長久手市、南知多町 

※本事例集は、各老人クラブ等の多岐にわたる活動の一部を紹介するものです。 
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１．健康づくり、介護予防 
健康学習、いきいきクラブ体操、ウォーキング、各種シニア・スポーツなど 

認知症予防とリラックス体操      一宮市 定水寺第二楽友会  

 毎年恒例となっている音楽療法の健康体操を実施 

活動内容 

「むすんで、ひらいて」の歌を唄いなが

ら、手の指運動から始まり、風船玉をつつ

き合ったり、カスタネットを参加者に持っ

てもらい、拍子を合わせて打ち鳴らす。 

目で見て、指先で動かし、歌を唄って、

手足を振ることで、参加者は熱中。 

他に『そこが知りたい在宅医療』と題し

て、老人ホームのスタッフによる指導も行

っている。     （会員数 134 名） 

 

クロリティー教室        瀬戸市 瀬戸あいあいクラブ     

 高齢者の方でも簡単に楽しめるスポーツ輪投げを実施 

活動内容 

クロリティーとは、高齢者が楽しみながら交流と親睦を深め、健康づくりのできる名古

屋生まれのスポーツ輪投げ。高齢者の健康保持、増進を図るため開講・開催している。 

教室は、老人クラブの会員と、市内に在住の概ね 60 歳以上で老人クラブの入会を考えて

いる方を対象としており、全 7 回で 190 名が参加した。 

大会は、平成 29 年度においては 6 月 19 日（第 20 回）、10 月 24 日（第 21 回）の 2 回

開催された。毎年多くの老人クラブ会員の方が参加しており、第 20 回は 176 名、第 21 回

は 171 名が参加した。                 （会員数 2,472 名） 
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         ニュースポーツ 
ボッチャ 

ヨーロッパで生まれた障害者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。 

ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ６球ずつのボールを投げたり、転が

したり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競います。 

クロリティー 

アメリカの「ホースシュー」と日本の「輪投げ」をミックスして作られた最新の輪投げ競技です。 

この競技の特徴は、リングが目標棒に入らなくても輪の一部が得点板内にあれば得点となり、次のプレーヤ

ーの機転ですでに投げられた味方のリングを有利にしたり、相手のリングを不利にしたりできるの 

が面白いところです。 

 

 

 

共和東ラジオ体操友の会           大府市 共和東白鳩会   

地域住民への参加の呼びかけ、全国ラジオ体操連盟への加入（スタンプカード配布） 

活動内容 

平成 28 年度より、共和東白鳩会会員を対象に、公民館でラジオ体操を実施しており、

29 年度からは老人クラブ会員のみ

ならず、地域住民にも参加を募り、

継続してラジオ体操を行っている。 

また、共和東白鳩会として全国ラ

ジオ体操連盟に加入し、参加者にラ

ジオ体操スタンプカードの配布・押

印を行っている。 

4 月から 11 月まで、午前 6 時 30

分より公民館の駐車場で、悪天候の

日を除き毎日開催している。チラシ

を作成し老人クラブ会員への配布

や、自治区に回覧板への挟み込みを

依頼し、活動を周知している。 

参加者は子どもから高齢者まで幅広く、一度の開催で平均 40 名が参加している。特に夏

休み期間では子どもの参加が多く、地域での世代間交流の場となっている。また、毎朝ラ

ジオ体操を開催することで、高齢者の運動不足解消、会員同士や住民同士の相互の見守り

や安否確認につながっている。 

（会員数 165 名） 
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ボッチャをやろう       高浜市 高浜市いきいきクラブ連合会     

 ボッチャを通じたクラブ活動の活性化 

活動内容 

【計画】 

ニュースポーツを広げることでクラブの活性化につなげる。 

【方法】 

会長・女性代表者研修会でニュースポーツを取り上げ、スポーツの楽しさからクラブの

活性化・新入会員の募集につながるよう各クラブ会長に意欲的になってもらう。会長・女

性代表研修会で講師の指導の下、ゲーム、大会を開く。 

【活動】 

平成 28 年 7 月に各クラブの会長・女性代表の研修会で講師によるゲームを実施。 

平成 29 年 5 月には各小学校区ごとにボッチャの道具の貸し出しを開始。 

平成 29 年 7 月より会長・女性代表の研修会でボッチャ大会を開き、各クラブに選手派

遣を依頼。ボッチャのおもしろさを体感してもらっている。 

また、平成 29 年 11 月、市社会福祉協議会がボッチャの大会を開くことを知り、各クラ

ブ会長主体による参加呼びかけを行った。 

平成 30 年 11 月には市老人クラブ連合会主体のボッチャ大会を主催することを検討して

おり、多くのクラブに参加呼びかけを行う予定。 

（会員数 1,418 名） 

 

≪ボッチャ大会の様子≫ 
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加入率向上に向けた取組          愛西市 佐屋地区連合会   

シルバー＆キッズカローリング大会 

活動内容 

老人クラブ会員と、小学生で混成チームを結成しカローリング大会を行う。小学生が参

加しやすいよう、夏休みに体育館を会場として実施している。 

会員間の交流だけでなく、世代間の交流を目的として大会を行っている。カローリング

は体力のない人や初心者でも簡単にでき、投球技術だけでなく、頭脳的作戦も必要で、さ

らに運にも左右される奥の深いゲームである。そのため、大会では初心者が勝つことも珍

しくなく、未経験の方にも参加を呼びかけやすい。 

平成２９年度の参加者は６８名であったが、平成３０年度は９２名の申込をうけ、大き

く人数を増やした。活動の様子は、老人クラブの広報紙に記載し、記事を紹介しながら新

規会員の開拓につなげている。 

 なお、活動を伝える広報紙は年に２回発行し、老人クラブ活動以外にも郷土の歴史を紹

介するなど、読んで楽しめるよう記事の内容を工夫しながら広報活動につなげている。  

                              （会員数 2,577 名） 

・活動を伝える広報紙の記事 
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体操練習会、料理研究会        弥富市 前ヶ須東部福寿会     

 体操練習会、料理研究会を開催 

活動内容 

・健康づくりや介護予防を目的に、毎月第 2、第 4 金曜日にストレッチ等の体操の練習会

を実施。毎回 20 名ほど参加している。 

・年 4 回、講師を招いて料理研究会を実施。毎回 25 名ほど参加している。 

（会員数 53 名） 

 

≪福寿会勧誘チラシ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福寿会に入ろう！ 
 

 シニアの皆さん、リタイア後の生活いかがでしょうか? 

もし、物足りなさを感じているなら、福寿会に入りませんか? 

 福寿会の活動は、地元の活性化と福祉向上を目指すボランティア活動か

ら、見聞を広めるための研修旅行、交流活動、健康づくりなど、盛りだく

さんです。 

『仲間づくりに、生きがいづくりで、お役にたてる高齢者！！』を一緒に

目指しませんか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○あなたの地域の福寿会連絡先はこちらです。 

 福寿会 

会 長          

連絡先 ☎ 

 

 

入会申込書 

氏名 
男  

女  

住所 

〒 

電話 ☎ 

生年

月日 

Ｍ・Ｔ・Ｓ   年  月  日生 

(満   歳) 
※地域福寿会の会長へ提出してください。 

 

キリトリ 

 

※『福寿会』とは旧老人クラブのことです。 

弥富市福寿会連合会には６９団体の地域

福寿会が所属し、各地域で活動しています。 
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グラウンド・ゴルフ大会      東郷町 東郷町老人クラブ連合会  

 グラウンド・ゴルフ大会を開催 

活動内容 

老人クラブ会員を対象にグラ

ウンド・ゴルフ大会を開催してい

る。 

大会では参加者を制限するこ

となく、希望者は全員参加できる

ようにしており毎年 250 名を超

える参加者がいる。 

この大会に向けて毎週老人ク

ラブでグラウンド・ゴルフの練習

をするなど、活動が活発になっている。公園等で練習をする姿を見て老人クラブへ加入を

希望する方もいる。 

（会員数 2,649 名） 

 

老人クラブ連合会活動        大治町 大治町老人クラブ連合会  

 体力測定、スポーツ大会、交通安全教室、旅行、芸能祭等のイベント充実 

活動内容 

・体力測定 

握力、階段片足立ち、伏臥状態反らし、

立位体前屈、１０メートル障害歩行、

６分間歩行を行う 

・ニュースポーツ大会 

グラウンド・ゴルフ、スカットボール、

クロリティーの３競技を行い、参加者

同士競いあう 

≪その他事例≫ 

・交通安全教室 

警察を呼んで、寸劇、啓発、ビデオ鑑

賞、講話等を行う 

・研修旅行 

一泊二日の旅行 

・芸能祭 

民舞・民謡・詩吟・カラオケ・大正琴         

等を披露する    （会員数 918 名） 

 

≪勧誘チラシ一例≫ 
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玉宝会部活動            武豊町 武豊町老人クラブ連合会  

 玉宝会会員による部活動 

活動内容 

玉宝会では、①カラオケクラブ、②ダンス、

③ヨガ部、④健康体操クラブ、⑤玉歩会（ウォ

ーキング）を会員同士の交流や介護予防を目的

に会独自に実施している。  

とくに「④健康体操クラブ」は女性に人気が

あり、健康体操クラブに参加したいために玉宝

会に入会したいという、玉宝会の地域以外の方

からも申込みがある。現在は定員を超える応募

があるため、お待ちいただいている状況。 

体操の先生をお願いし、地域の公民館を利用して、毎週火曜日９時～１１時に実施。平

均して毎回２７名ほどの方が参加。 

③ヨガ部では、９０代の方も参加している。 

（会員数 362 名）

  

グラウンド・ゴルフ大会、教養講座   設楽町老人クラブ連合会   

 グラウンド・ゴルフ大会の開催、教養講座としてニュースポーツの実施 

活動内容 

【グラウンド・ゴルフ大会】 

  会員の健康維持と体力向上、会員相互の親

睦で融和により町内活性化の一助となること

を目的として実施している。 

  単位老人クラブ会長の積極的な呼びかけに

より多くの会員の参加がある。 

【教養講座】 

  平成２８年度より、教養講座としてスポー

ツ吹き矢やラダーゲッターなどのニュースポ

ーツを取り入れている。独自ルールを考案し、

各地区の敬老会などでも行っている。スポー

ツを通して、交流の輪が広がり、健康増進に

つながることも期待している。 

  ニュースポーツを取り入れるなどし、次の

世代にも老人クラブについて関心を持っても

らうことにより、会の活性化、会員増加を目指している。 （会員数 1,155 名） 
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スポーツサークル活動      東栄町 東栄町老人クラブ連合会  

 町老連主催のスポーツ大会を年３回実施 

活動内容 

町老連主催のスポーツ大会を年３回行っている。 

町全体での大会を行うことで単位クラブでは大会に向けて活発的に練習を行い、会員の

健康づくりや会員同士の交流の場になっている。 

年々、会員数の減少に伴い競技に参加できるメンバーが少なくなるなか、競技をあまり

やったことのない会員にルールやテクニックなどを会員同士で教え合っている。 

スポーツで頭と体を使い、会員同士の交流で心を通わせ合うことで友愛が生まれ、クラ

ブの活動にも積極的に参加していただけるようになった。 

 

≪各種大会の参加者数（平成 29 年度）≫ 

ゲートボール大会３７名 

グラウンド・ゴルフ大会８０名 

クロリティー大会８９名 

（会員数 297 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪大会の様子≫ 
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２．趣味、文化、レクリエーション 
交通安全、子どもの見守りパトロール、趣味・文化・芸能などのサークル活動、旅行など 

新年会、総会、お楽しみ会             半田市 瑞穂会       

 新年会、総会、お楽しみ会、地区広報誌への入会案内掲載 

活動内容 

・新年会（1 月）・総会（6 月）を実施 

次第は 30 分程度で終わるようにして、お食事会、ビンゴ大会、手品、落語など楽しい会

として実施している。今年度の参加率は 70％程度だが、ここ数年は増加傾向あり。 

・お楽しみ会を実施 

会員を 4 組に分け、2 時間程度のおしゃべり会を実施。参加者が聞いてばかりにならな

いよう、一人ひとりが発言できる話題（おしゃべり体操、クイズ、頭の体操、昔からの言

い伝え、昔の遊び等）を準備している。参加者には、一人ひとりに手作りの絵手紙による

「招待状」を送付している。 

・地区の広報誌に入会案内掲載 

年 2 回発行される地区の広報誌のうち、1 月号の紙面に「入会のお願い」として、別添

のとおり活動紹介や入会案内を掲載。 

（会員数 105 名）                 

 

≪地区広報誌≫ 
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「一緒につくってみんなで食べる」行事の開催 春日井市 旭町福寿会       

「そば打ち」「草餅作り」を実施し、会員へふるまう 

活動内容 

年４回、地域の公民館に毎回１５名ほどの会員が集まり、材料や道具を持ち寄ってそば

を打つ行事を開催している。 

クラブの活性化と会員同士の交流を促すため、５年前から、外部でそば打ちの講習を受

けた会員らによって開催されている。 

出来上がったそばは、そば打ちに参加した会員だけでなく、様子を見に公民館を訪れた

他の会員にも振るわれており、多くの会員から好評を得ている。 

このほか、同会では毎年４月に庄内川の土手で採取したよもぎを使って「草餅作り」を

行うなど、「一緒につくってみんなで食べる」行事を積極的に開催し、クラブ活動の活性化

を図っている。 

（会員数 139 名） 
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新規会員加入促進         豊川市 豊川市老人クラブ連合会       

会員募集パンフレットの配布（市老連→単位老人クラブ）、新規スポーツクラブの立ち上

げを広報誌に掲載 

活動内容 

新規会員加入を図るために、各老人クラブに会員募集パンフレットを配布。 

老人クラブ会員の増加をはかるために、新規部活の立ち上げを広報誌に掲載（スポーツ

吹き矢部、シニアゴルフ部） 

市老連の広報誌を各支所や市社会福祉協議会の関係機関の窓口に置いてもらい、活動を

知ってもらう。 

（会員数 7,481 名） 

 

 ≪とよかわ老連広報誌≫ 
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福祉推進事業部          犬山市 犬山市老人クラブ連合会       

福祉推進事業部の活動（福祉推進事業部祭り等） 

活動内容 

犬山市老人クラブ連合会では、健康づくり、生きがいづくりと会員加入促進を目的に趣

味のクラブ活動を行う福祉推進事業部があり、文化部門として園芸、囲碁、カラオケ、写

真、陶芸、芸能、麻雀の 7 部、運動部門としてグラウンド・ゴルフ、クロリティーの 2 部

の計 9 部で活動をしている。 

平成 28 年度から一般市民の方にも参加していただける福祉推進事業部祭りを開催して

おり、会員以外の方にも部の活動を実際に体験していただくとともに、クラブの案内を行

い、老人クラブ入会の勧誘をしている。 

このような活動の結果、平成 28 年度に創設した麻雀部は、30 名であった部員が現在は

約 70 名となり、活動日数も週 1 回から週 2 回に増え、クラブ活動の活性化につながって

いる。 

平成 30 年度は、福祉推進事業部の中に、新たにレクリエーション・スポーツのクラブを

立ち上げ、レクリエーション・スポーツを自分たちで楽しむだけでなく、他世代交流を目

的とした活動を行い、老人クラブ会員の増加を目指した活動を行う予定。 

（会員数 2,469 名） 

 

 

 

 

 

 

 

老人クラブ活動の啓発      江南市 江南市老人クラブ連合会   

江南市老人クラブ連合会の活動啓発として行事を実施 

活動内容 

・老人クラブ作品展  

昨年度は 9 月 5 日から 8 日に開催し、各地区の老人クラ

ブより、作品を出展してもらい展示。 

・音楽祭 

昨年度、市民文化会館にて開催 

・生きがい芸能発表会 

昨年度は 2 月に開催し、芸能クラブの発表や展示を行

った。 

音楽祭については、老人クラブだけでなく市民全体が

楽しめるような催しとなっている。（会員数 3,771名）             
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シニアクラブフェスティバル       東海市 東海市シニア連合会      

市と市老連の共催事業（新名称披露、クラブ紹介ビデオ上映、感謝状贈呈、落語会） 

活動内容 

平成 29 年 11 月 27 日（月）東海市及び東海市シニア連合会との共催で「シニアクラブ

フェスティバル」を東海市芸術劇場で開催した。 

【目的】 

高齢者の「生きがいづくり」、「健康づくり」、「仲間づくり」、「地域づくり」を拡充す

るため、本市における主要な高齢者団体である「老人クラブ」が「シニアクラブ」と名

称を新たにされたことを機に、「シニアクラブ」の活動を広く紹介し、今後の活動意欲の

向上を図ると共に、新規入会を促進するもの。 

【対象者】 

シニアクラブ会員及び新規入会希望者 

【内容】 

新名称披露（シニアクラブ旗）、シニアクラブ紹介（ビデオ放映）、感謝状贈呈、落語

会（月亭八方氏、月亭遊馬氏） 

（会員数 6,449 名） 
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会員募集活動     尾張旭市 尾張旭市シニアクラブ連合会   

イベントでの会員勧誘、シニアカラオケ大会、高齢者趣味の作品展 

活動内容 

①イベントでの会員勧誘（29 年度） 

・『第 13 回あさひ健康フェスタ』⇒入会者 9 名 

・『第 6 回たのしい夏祭り』⇒入会者 2 名 

その他『市民祭』においても勧誘活動を実施 

②シニアカラオケ大会 

高齢者が歌うことにより、心身の健康保持を図り、生きがいづくりに寄与している。

シニアクラブ未入会の方に観覧してもらう事により会員の増員につなげている。 

③尾張旭市高齢者趣味の作品展 

高齢者が丹精して作成した趣味の作品を展示し、高齢者の生きがいを高めることに

寄与している。 

シニアクラブ未入会の方に出品してもらう事により会員の増員につなげている。 

（会員数 1,637 名） 

 

≪会員勧誘チラシ≫ 
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各種活動と広報活動      岩倉市 岩倉市老人クラブ連合会   

各種イベント、広報活動 

活動内容 

老人クラブ作品展、運動会、グラウンド・ゴルフ大

会等、各種イベントを開催し、クラブ活動の活性化に

繋げている。 

また、趣味クラブや月２回のフラダンス等の活動紹

介を市広報誌に掲載し、加入率向上に努めている。 

（

           （会員数 2,868 名） 

 

 

 

清須市寿会カラオケ発表会         清須市 清須市寿会   

カラオケ発表会の開催 

活動内容 

清須市は西枇杷島、新川、清洲、春日

の旧 4 町が合併してできたが、老人クラ

ブについてはまだそれぞれ異なった動き

をしている。 

そのような中、平成 27 年度から、市

内全体のカラオケ発表会を企画・実施し

ており、毎回、4 地区からそれぞれ参加

者（合計 60 名）を募り、200 人近くの

観客が見守る中、開催されている。  

市全体の老人クラブ行事としては、盛大に開催され、活動の活性化につながっていると

考えられる。 

（会員数 4,625 名） 
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名称変更といきいきクラブ芸能発表会  みよし市 いきいきクラブみよし連合会   

名称変更によるイメージの刷新といきいきクラブ芸能発表会の開催 

活動内容 

【名称変更】 

老いをイメージする名称であったみよし

市老人クラブ連合会から、平成 29 年度より

「いきいきクラブみよし連合会」と名称変更

を行った。 

【いきいきクラブ芸能発表会】 

会員相互の親睦並びに信頼を深め、楽しい

日々を過ごすために芸能発表会を開催し、地

域との交流を密にすることを目的としてい

る。 

平成 28 年度までは「芸能大会」という名

称で個人的な趣味の活動を発表することが

多かったが、連合会の名称変更に合わせて

「いきいきクラブ芸能発表会」への名称の変

更と健康ブームもあり、集団で発表すること

が増えてきた。 

（

           （会員数 3,390 名） 

 

 

 

手芸教室                 飛島村 飛島村老人クラブ連合会       

 飛島村老人クラブ連合会主催事業として手芸教室を開催 

活動内容 

例年 10 月頃に手芸教室を開催。 

対象者を 60 歳以上の方とし、作成した手芸作

品については、飛島村の文化展に出品し、飛島

村老人クラブ連合会のＰＲに繋げている。 

（

             （会員数 986 名） 
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講談と川柳を楽しむ会   美浜町 細目寿会、一色和楽会、若松和楽会   

単位老人クラブ３クラブ共催企画 

活動内容 

29 年度に初めて実施した取組で、単位老人クラブ３クラブ共催企画として、講談と川柳

を楽しみクラブを越え、ふれあうことを目的とした共催企画が行われた。 

地域を越えた活動は町内でも初めての取り組みで地域の老人クラブ活動の活性化に繋が

った。 

（会員数 268 名） 
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３．友愛、ボランティア 
友愛訪問、集いの場づくり（サロン）、暮らしの支え合い、福祉施設等の訪問、地域のボラ

ンティア活動、社会奉仕の日の活動 

高齢者ふれあいサロン     津島市 津島市老人クラブ連合会       

 高齢者ふれあいサロンの開催 

活動内容 

高齢者ふれあいサロンは、市が実施している

養成講座を受講し、脳トレや運動、レクリエー

ションをとおして認知症を予防する方法を学

んだ住民が運営を担っており、介護予防・日常

生活支援総合事業の対象者で、地域とのつなが

りが必要な方や認知症予防が必要な方に利用

していただくサービスとして位置付けている。 

津島市老人クラブ連合会は、8 小学校区ごと

に 2 会場、合計 16 会場にて各会場月 1 回の頻度で実施している。 

会場は地域の集会所等を使用し、より身近で参加しやすい配慮を行いながら、地域に根

差した顔の見える関係づくり、互助の考え方の浸透を図っている。（会員数 3,050 名） 

 

寺津南部長寿会活動と巨海サロン活動 西尾市 寺津南部長寿会       

寺津南部長寿会は西尾市の最西部、巨海町・刈宿町・中根町の地区単位で構成。50 年以

上の歴史あるクラブの実践的取り組み 

活動内容 

【巨海サロン活動】 

地域包括支援センターせんねん村の全面

的なバックアップのもとに、モデルサロンと

して平成 28 年 4 月に立ち上げ、地域の高齢

者が気軽に集える交流の場として、月 2 回開

催している（登録会員 61 名）。 

ボランティアによる運営で、高齢者自身が主体的に運営している（受付、飲食のセルフ

サービス）。住民（子ども等）の訪問もあり、地域に根ざした活動となっている。 

【寺津南部長寿会のその他活動】 

会員の減少に歯止めをかけ、クラブを立て直すため以下の施策を実施 

・楽座椅子を購入（一部会員からの寄付）。地域の方に無料貸し出し。 

・勧誘チラシ（長寿会だより）を活字を少なく、イラストを多用したものに変更した。 

・「定例会」にプロジェクターと大型スクリーンを導入。写真・動画を取り入れ。 

・「あさがおコンテスト」「懐かしい歌を皆で唄う会」「和尚の爆笑話と美味しいお抹茶」「紙

漉き体験とメガソーラー見学」など、各種催しを開催。   （会員数 223 名） 
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友愛クラブがまごおり    蒲郡市 蒲郡市老人クラブ連合会       

 地区公民館との共同事業、広報誌の全戸配布、非会員向けイベント（映画鑑賞会等）の

開催 

活動内容 

【友愛活動など（老人クラブの会員増加や活動の活性化につながった事例）】 

・地区の公民館等との共同事業として、市内

のテーマパークへ行く活動を企画し、蒲郡

市老人クラブ連合会を PR する。 

・市の広報誌とともに蒲郡市老人クラブ連合

会の広報誌を全戸配布し、活動内容等の周

知に努める。（年 1 回） 

・会員でない方も参加できる事業（新規加入

者促進映画鑑賞会、プールで健康体操）を

行い、会員とともに活動することで、蒲郡

市老人クラブ連合会への入会を呼びかける。        （会員数 3244 名） 

 

日頃の活動状況             田原市 やぐま台 寿会       

定例会やクラブ活動の運営強化、学童将棋大会やそば打ち道場の開催 

活動内容 

・定例会は毎月実施。出席会員から欠席している会員の状況を、生活状況が大きく変化し

ていないかを中心に報告してもらっている。（友愛活動の一環として） 

・定例会後に年間 5 回は会費制の食事会を実施している。（交流と健康確認） 

・会員の加入促進の方法として、趣味のクラブ活動を運営の中心としている。 

現在クラブとしては「ゲートボールクラブ」「ゴルフクラブ」「カラオケクラブ」「将棋

クラブ」「マージャンクラブ」「ソバ打ち道場」の 6 クラブを運営している。運営資金は

市からの１人につき年 2 千円の支援とクラブ独自の会費徴収があり、かつクラブの部長

には会計報告を義務付けている。クラブ会員で年に一度も参加しない場合は支援金返還

も細則で定めて運営している。クラブ活動の運営は各クラブの部長が主体で活動を行い、

活動状況は毎月定例会で報告し

ている。 

・自治会や学童を通じて老人会活動

を口コミで広めるため下記内容

も実施。 

◎学童将棋教室の開催 

◎ソバ打ち道場の開放 

◎ラジオ体操愛好会に協賛 

（

       （会員数 59 名） 
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長野県大桑村老人クラブと文化交流  北名古屋市 北名古屋市老人クラブ連合会       

大桑村スポーツ公園「ふれあい広場」で清掃活動・交流会（意見交換会） 

活動内容 

【目 的】 

文化交流計画の一環として、北名古屋

市の老人クラブと大桑村の老人クラブ

がふれあい広場の清掃奉仕活動を通じ

て、親睦を深め末長い交流を図る。 

【参加者】 

各クラブ２名と会長  ３５名参加 

【活 動】 

毎年５月に大桑村スポーツ公園で両老人クラブ員が参加して、清掃活動（草取り、施

設見学）を行い交流を深める。 

29 年度は、大桑村から来庁され施設見学などをして交流を深めた。 

この事業は合併前の旧師勝町時代からあり継続されている。（会員数 3,130 名） 

 

一斉友愛訪問        豊山町 豊山町老人クラブ連合会       

 一斉友愛訪問として町老連全会員宅を訪問 

活動内容 

【活動内容】 

全会員（実施当時 1,597 人）宅に、鳥の

絵はがきに「お元気ですか？」と言葉を添

えて訪問。会えたら声かけを依頼した。 

全単位老人クラブに協力してもらい、年

末の挨拶も兼ねて投函ではなくできる限

り直接手渡ししてもらうよう依頼。引きこ

もり防止活動の一環としても実施。 

【訪問結果】 

・対象人数：1,597 人 

・実際に会えた人数：814 人 

・会えずに投函した人数：629 人 

・把握しきれなかった分：154 枚(夫婦で世帯が一緒のため、二人分を一枚で渡した等) 

【訪問効果（実際に会った人の意見や、訪問して気付いたこと）】 

①会員の方とコミュニケーションをとる良いきっかけとなった。 

②定期的に実施すればもっと深くコミュニケーションをとれるかもしれない。 

③独居で寂しいから、相談する友人が欲しい。 

④救急医療情報キットが正しく保管されていない。（本来冷蔵庫に保管するところ、玄関

に置いてあった等。）                （会員数 1,597 名） 
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東川常磐会の活動            扶桑町  東川常磐会      

ひとり暮らしや認知症の方訪問時の民生委員同席、会費を 1 名ごとから一世帯ごとに 

活動内容 

平成 28 年度クラブ員 81 名、平成 29 年度クラブ員 93 名（前年比 12 名の増） 

会員増加を目的とした特別な活動は行っていないが、結果的に会員増加に結びついた。 

【平成 28 年度から平成 29 年度にかけての主な活動内容】 

・これまでの義務的な奉仕活動から、より楽しむことを重視した自由な活動へ移行→こ

れまでは草取りを義務化していたが、時間を１時間だけとし、強制はしなくなった。

またできるだけ外出の機会を増やし、楽しめるようにした。 

・蛍光灯交換、電化製品の電池交換、家具の移動、ゴミ出しボランティアなどを通して

「自分達の地域は自分達で守る」という助け合いの意識に賛同する方が増えた。 

・安否確認を兼ねてひとり暮らしや認知症の方のお宅訪問時は民生委員に同席を依頼。 

・会費はこれまで 1 名ごとに定額を徴収していたが、平成 28 年度からは 1 世帯ごとの定

額とした。（収入は多少減少するが、会員数の増加と補助金の増額が見込める。） 

（会員数 93 名） 

 

 

会食会、清掃活動         蟹江町 蟹江町長寿会連合会      

 社会奉仕活動や友愛活動を重視し、会員数の増員に取り組んでいる 

活動内容 

ひとり暮らしの方の会食会や、河川や地域の

清掃奉仕活動を実施。 

５２の地区長寿会では、地域の特性、実情に

合わせた地域密着型の活動を行っている。 

その他、補助事業を利用したサロン活動、地

域の公園等の清掃活動や、地元小中学校生徒の

登下校時の見守りや地区のパトロール等、地域

に根ざした取り組みを行っている。 

（会員数 2,930 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

単位クラブの友愛活動        阿久比町 宮津山田達者会      

会員以外の参加も受け入れ。活動会員は、役割を持ち、社会参加の場となっている 

活動内容 

１ お助けマン（会員以外の依頼可能） 

  直接、会員から依頼を受けるが、自治会からの依頼もある。刃物研ぎ、室内家具移

動、庭木伐採・網戸替え・玄関灯修理、粗大ごみ回収等 

２ 友愛訪問（会員宅） 

  偶数月（第１日曜日）に訪問メンバーが、気になる会員宅へ訪問する。 

３ お話し会（女性会員） 

  奇数月（第１金曜日）に老人憩の家に集まり、小物作りをしている。 

４ 友愛サロン「つどい」（会員以外も参加可能） 

  毎月第４土曜日に老人憩の家で実施し、コーヒーを飲みながら交流を図っている。

会員以外の参加もできるので、ＰＲもできる。        （会員数 265 名） 

 

≪お助けマン≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪友愛サロン「つどい」≫ 
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４．安心、安全、まちづくり 
生活課題の調査・点検（モニター）活動、関係機関への提案など 

天寿会の活動               碧南市  天寿会         

目標、活動推進方法の設定等 

活動内容 

【４本の柱（目標）】 

1、健康づくり…自分のことはじぶんで、人に頼らない能力と体力をつけよう 

2、仲間作り…自分の体力に合わせたクラブ、講習会に参加して仲間を作ろう 

3、地域奉仕…地域の一員として、奉仕をとおして役立つ喜び、生きがいを見出そう 

4、啓発、勉強会…会員の心身共に安全、安心の維持向上 

を設定し、取組を行った。 

このうち 4、啓発、勉強会について、交通安全、防災、

防犯等をテーマとして年間 7 回実施。延べ 135 名が参加

した。その結果、地域や家族等に「安全、安心」への取

り組みが理解され、クラブに対する更なる期待が高まっ

た。 

その他積極的な活動を実施。会員数対前年度比 11%増

に成功した。   （会員数 184 名） 

 

 

 

「地域見守り活動」      常滑市 保示老人クラブ保寿会       

 地域見守り活動（定期的な訪問→民生委員） 

活動内容 

病気や高齢により老人クラブ活動へ

参加できなくなった一人暮らし、高齢者

世帯のクラブ会員を対象に、支え合い活

動として役員を中心とする会員が定期

的に訪問し、何か困ったことがある場合

や体調が悪い場合は、地区の民生委員へ

繋げる活動を行っている。 

民生委員や地域包括支援センター、社

会福祉協議会と連携し実施。 

この活動を通じて会員間の一体感が

高まり、また、地域の未加入の高齢者が活動を通じて新規加入する場合もあり、活動の活

性化へ効果があった。                    （会員数 207 名） 

100 万人会員増強運動特別賞受賞（愛知県老

人クラブ連合会チラシより） 
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救急キットメンテナンス          あま市 遠島寿会       

 市が配布している救急医療情報キットの更新を老人クラブが実施する 

活動内容 

救急医療情報キットは、筒状の容器の中に、氏名・年齢などの基本情報の他、かかりつ

け医療機関や服薬の状況などを入れ、冷蔵庫等に保管することにより、救急時に医療機関

に迅速に情報提供ができるよう備えておくものだが、キットの配布以降、定期的に内容の

更新を行っている家庭は少なく、特に高齢者は身体状況の変化も著しいため、老人クラブ

が友愛活動を通じて、定期的に内容の更新を実施している。 

（会員数 249 名） 
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５．世代交流、伝承 
地域の文化・伝承芸能・民芸・手工芸・郷土史・生活記録等の伝承活動。子どもや青壮年

などとの交流活動など 

共育（ともいく）活動    新城市 新城市老人クラブ連合会   

 新城市の教育理念「共育（ともいく）」活動への参加 

活動内容 

共育とは、子どもを軸にその未来を第 1 に考え、学校を拠点に学校・家庭・地域の老若

男女が地域総ぐるみで、ふるさと新城の「自然・人・歴史文化の三宝」を活かし、共に過

ごし、共に学び、共に育つ「感動・創造・貢献の活動」を創り出すことで、活動を通して

顔と名前のわかるネットワークを広げ、地域の安全を守り、活力あるまちづくりを進める

もの。 

新城市老人クラブ連合会では、共育の理念に賛同するとともに、世代間交流を通じて老

人クラブ活動への理解を得るため、共育活動に参加。 

６月９日の共育の日には、ゲートボール、ニュースポーツ等を通じて、小中学生、地

域の方々と交流を深めた。    

（会員数 1,368 名）
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餅がつなぐ世代交流活動    日進市 野方友愛東・西クラブ       

 老人クラブ加入率 95％の野方友愛東・西クラブの活動 

活動内容 

【取り組み状況“餅がつなぐ世代交流活動”】 

毎年、５月中下旬の休日を利用し、老人

クラブ会員や子ども会、保護者等、約５０

人が 1300㎡の田んぼでもち米の苗を植える。 

９月下旬の休日には、実った稲を子供た

ちと共に刈り取り、乾燥させ、約 480ｋｇの

もち米が完成。 

１１月の勤労感謝の日にはこの餅米で搗いた餅を神社の祭壇に供え、また、地域の

歴史的建造物「旧市川家」のかまどを利用してもち米を蒸し、餅つき体験会を開催す

る。また、翌年３月にはクラブ会員をはじめ、子ども会、婦人会その他世代を超えた

大勢が集まりして「区民餅つき大会」を開催。杵つき餅をふるまっている。 

【取り組み成果】 

この行事を始めて５年となるが、それ以前はそばを栽培して、そば祭りを行ってい

た。しかし、高齢者ばかりの集まりで華やかさがなかった。子ども会に参加してもら

ったことや杵つき餅を自分たちで作ることで、会として盛り上がりが生まれ、クラブ

の加入率は高齢者の 95％に達している。また、世代間交流が盛んになり、“町の絆つ

くり”に大いに役立っている。               （会員数 243 名） 

 

三世代交流会         大口町 大屋敷すこやかクラブ       

 子ども会との交流会の実施 

活動内容 

大屋敷すこやかクラブでは、5 年ほど前から

夏休みの時期に三世代交流会を開催。 

これは大屋敷学習等共同利用施設において

大屋敷すこやかクラブ（老人クラブ）と大屋敷

子ども会が一緒になり交流するもので、スイカ

割りやバルーンアート、昭和の遊び体験を三世

代に渡って楽しんでいる。 

スイカは地区からの提供、バルーンアートの先生は地元企業のボランティア、昭和の

遊び体験は市民活動団体に依頼し、地域と企業、市民活動団体が一体となり実施。 

この交流会を始めてから、小学新 1 年生の交流会や 6 年生を送る会などの子ども会行

事にも大屋敷すこやかクラブが呼ばれるようになり、良好な関係性を築いている。  

（会員数 44 名） 
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多世代との交流活動           東浦町 緒川東楽会       

 地元の小学生・保育園児を対象とした交流活動 

活動内容 

小学校３年生に対しては、昔の暮らしを体験

することを目的に、五右衛門風呂や縄ないの体

験、鬼饅頭・すいとんを作り給食で食べる等の

活動を行っている。 

また、昔の暮らし体験のほか、第２次世界大

戦の頃の集団疎開・空襲の話をするなど戦争体

験を後世へと語り継ぐ活動も行っている。 

小学校５年生に関しては農業体験を目的に、

田植えやさつまいも植えを実施。畑に立てる案

山子作りなどの活動を行っている。 

これら授業での活動のほか、地元の児童館において竹鉄砲を使って遊ぶ等の課外活動

でも積極的に多世代と交流。地元の保育園との交流では、七夕の時期に短冊作り等で交

流している。                         

（会員数 584 名） 

 

地域における世代間交流         幸田町 岩堀朋友会       

 町内でも模範となるような積極的なクラブ活動 

活動内容 

岩堀朋友会は、地元の小学校の運

動会や福祉実践教室への参加をは

じめ、さつま芋の苗を植え付けに老

人クラブの会員が学校を訪問した

り、１年生限定の「昔遊びに挑戦し

よう」というイベントへ老人クラブ

の会員が参加し、コミュニティ内で

の世代間交流を通じ、地域で子供た

ちを見守り、育てていく活動を行っ

ている。 

町内では３番目に多くの会員を

擁するクラブであり、文化・スポー

ツ活動への参加については、メニューや回数ともに豊富。年５回の日帰り旅行は、延べ

参加人員では会員総数を上回るほどの好評を博している。    （会員数 135 名） 
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６．環境、生産、リサイクル 
農作物や花の栽培、植林、手工芸品の制作。公園や公共施設の環境整備や運営管理、リ

サイクルなど 

地域住民に親しまれる活動  豊橋市 平岡区老人クラブ若竹会       

 資源回収による収入確保、お花見会やビール電車の会の開催等の各種取組 

活動内容 

１．取り組み状況 

・収入確保のために月１回資源回収を実施してい

る。また、資源回収による売上金の一部を用い

て景品を購入し、地域の秋祭りの際に「資源回

収ご協力感謝抽選会」と称して、地域住民を対

象に抽選会を開催している。 

・お花見会やビール電車の会、グラウンド・ゴルフやサロン会など様々な行事を行っ

ている。また、一部の行事について、老人クラブ会員以外の参加を認めている。 

・新規会員に役職を押し付けない。 

・回覧板に会報を添付している。 

・会員の誕生月にプレゼントと会員手作りの絵手紙を持参して訪問する。 

・盆踊りや秋祭りなど自治会や子供会と共催で開催している。 

２．取り組み成果 

・上記の取り組みを行った結果、３年連続で会員数が５名以上増加している。 

・資源回収を行うことで財源が確保できるようになり、様々な事業を行うことができ

るようになった。 

・回覧板を用いた周知や地域住民を対象とした抽選会を開催することにより、地域住

民に親しまれる老人クラブとなっている。また、地域住民に活動を知ってもらって

いることで、勧誘したときに入会してもらえやすくなっている。 （会員数 74 名） 

 

芝桜の丘草取り       豊根村 豊根村老人クラブ連合会       

 豊根村の観光資源である「茶臼山芝桜」の維持のための活動 

活動内容 

茶臼山の「芝桜」は、豊根村が『観光交流アクシ

ョンプランめざせ１００万人』の主事業として特に

力を入れている事業であり、その維持には雑草の除

去が極めて重要。 

村内の高齢化や人口減少に伴い芝桜の手入れをす

る人の確保に苦慮している状況のため、草取りを奉仕活動として実施。（会員数 293 名） 
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７．その他の活動 
広報チラシの作成、その他会員勧誘等の活動 

広報チラシ作成         岡崎市 はつらつクラブ岡崎       

 はつらつクラブ岡崎（岡崎市老人クラブ連合会）広報チラシ作成の取組 

活動内容 

はつらつクラブ岡崎では、2 月を会員増

強月間とし、1 月に行う事務説明会におい

て、会員募集チラシを各クラブに 10 枚ず

つ配布し、会員募集に役立ててもらってい

る。 

また、県老連広報誌『いきいきライフ』、

市老連広報誌『はつらつクラブ岡崎』を市

長寿課窓口付近ラックに置いて配布してい

るが、その中にも会員募集チラシを入れて

おり、毎年数件の問い合わせがある。その

他高齢者向けのイベントでもチラシを配布。 

自分の地域に老人クラブがあることを知

らないという方、クラブに入りたくてもど

うしたらいいか分からない、という方もい

るので、地道な活動ではあるが効果が見込

める。      （会員数 20,303 名） 

 

会費 0円               豊田市 平芝前区旭会         

 会費を 0 円にして加入促進を図った 

活動内容 

地域に住んでいるが高齢者クラブに入っていない

人が多くなってきたことから、平成 29 年度から会費

を 0 円にした。 

また、対象者を時代に合わせ 65 歳以上とし、加入

を呼びかけた。 

その結果、前年度より 20 名会員が増加（60 人→80

人）。特に夫婦で夫しか加入していないケースが多か

ったため、増加した 20 人の内 17 人が女性であった。 

クラブの運営費は自治区や市役所からの補助と会員

の事業への参加費で賄っている。 

（会員数 80 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はつらつクラブ岡崎事務局  

（岡崎市役所  福祉部  長寿課内）  

 TEL ２３ -６１５３  FAX ２３ -６５２０  

 〒４４４ -８６０１  岡崎市十王町二丁目９  （福祉会館１階 19 番窓口）  

○ウォーキング ○グラウンド・ゴルフ  

○ボウリング ○ゲートボール など 

 

はつらつクラブ岡崎とは？  

 「はつらつクラブ岡崎」は岡崎市老人クラブ連合会の愛称です。  

 岡崎市では約 2２０クラブ・２万人の会員が、生活と地域を豊かにす

る活動に取り組んでいます。  

（※  会員は主に 60 歳以上のかたですが、60 歳未満でもご入会頂けます。） 

 
 

 

 

○研修旅行  ○囲碁・将棋  

○カラオケ  ○舞踊  など 

○清掃活動  ○登下校見守り  

○子どもとの昔遊び ○花壇作り  など 

どんな活動をするの？  

活動はクラブによって異なります。活動例は以下のとおりです↓↓  

健康をつくる活動   

趣味をたのしむ活動  

地域に役立つ活動  

どうやって入会するの？  

入会できるクラブはお住まいの地域によって異なります。地域のクラ

ブの会長・総代等にお問い合わせください。  

地元のクラブが分からない場合は、事務局↓へ御連絡ください。  

シルバーカレッジで学んだことを、  

地域で活かしましょう！   
[お問合せ先 ]  
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仲間づくり検討委員会  刈谷市 刈谷市いきいきクラブ連合会       

平成 29 年度 5 月に仲間づくり検討委員会を設置、組織体制や事業の見直しを行った 

活動内容 

【平成 29 年度 委員会実施内容】 

・単位クラブ現状、課題聞き取り調査 

・他市老連（安城、知多、東海）取り組み調査 

・組織、役割、運営体制や補助金制度についての検討 

・連合会名称変更 

今後の予定は広報委員会の設置等も検討している。    （会員数 7,253 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数増強活動優秀団体への表彰  安城市 安城市老人クラブ連合会       

会員数増強活動優秀団体への表彰（10％の増加クラブを表彰） 

活動内容 

平成 29 年より、会員数が顕著に増加した単

位老人クラブを総会で表彰している。 

この表彰が始まり、各地区で回覧板の作成や、

老人クラブ未加入者宅を訪問するようになっ

た単位老人クラブが増えた。 

前年度の 4 月 1 日の在籍会員数に対し 10％

以上の増員があったクラブを表彰の基準とし

ている。       （会員数 10,956 名） 

 

 

表彰内規 
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クラブ会員の募集         小牧市 小牧市老人クラブ連合会  

チラシを作成し配布（市老連→単位老人

クラブ） 

活動内容 

勧誘チラシを作成し、毎年 5 月に開催し

ている「総会」、1 月に開催している「新

年会長会」等において各単位老人クラブへ

配布し、会員勧誘時に活用してもらってい

る。 

役員も会員からの情報を基にし複数の

役員で勧誘を実施。   

（会員数 4,688 名） 

 

 

 

会員増強事業          稲沢市 稲沢市老人クラブ連合会  

 平成 26 年度に愛称：「稲沢ねんりんクラブ」を決定、愛称の普及等 

活動内容 

≪平成２６年度≫ 

愛称：「稲沢ねんりんクラブ」を決定（地

区老連・単位クラブ）愛称の普及 

≪平成２７年度≫ 

・マスコットキャラクター「ねんりん」誕

生、バッジ・グランドゴルフマーカー作

成 

・マスコットキャラクターねんりんの着ぐるみを作成、市老連や各地区のイベントに

出演させ、老人クラブ活動をＰＲ。会員増強の一助となった。 

≪平成２８年度≫ 

地域連携交通安全モデル事業への取組 

・市内の商業施設、主要交差点での交通安全啓発活動 

・交通安全総決起大会の開催 

・「ねんりん」の着ぐるみや帽子、ベストを作成。啓発活動時に活用 

・体験型自転車運転安全教室の開催(稲沢警察署と共催) 

≪平成２９年度（継続事業）≫ 

友愛事業（市老連、地区老連、単位クラブ） 

・市老連：福祉バザーと友愛訪問 

・地区老連：千代田地区ねんりんクラブ友愛講座 

・単位クラブ：平六老人クラブ、サロン「憩う会」       （会員数 14,798 名） 
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会員の増強活動                 東海市 富田すずめ会  

夫婦どちらかが加入者の場合の見直し、未加入者及び 60 歳となった人のチェック等 

活動内容 

 東海市シニア連合会においても会員数が右肩下がりと減少傾向に歯止めがきかない中、

討論を実施し、会員を増加させる方策策定と実践に役員全員で取り組んだ。 

≪実施するための増強施策≫ 

1.各役員の担当地域での見直し 

2.夫婦のうち一方が未加入者である場合の加入見通しの確認 

3.未加入者及び 60 歳となった人のチェック 

4.公民館での体操、ゴムバンド等へのアプローチ 

5.スポーツ、イベント等の実施と積極的な勧誘 

≪活動実績≫ 

旅行、グラウンド・ゴルフ大会、うどんの会、すずめサロン開催 

囲碁ボールゲーム（他団体と合同事業） 

ペタボード大会（他団体と合同事業） 

≪増員効果≫ 

 398 名→446 名（48 名増）                                 （会員数 446 名） 

 

老人クラブあり方検討会       知多市 知多市老人クラブ連合会  

知多市老人クラブあり方検討会

を実施 

活動内容 

平成 28 年度に知多市老人クラブ

連合会の今後を考えるため、知多市

の地区の代表者・事務局・市の担当

者を交え「知多市老人クラブあり方

検討会」を実施。また、会長・副会

長合同研修会で、各単位老人クラブ

の会長・副会長も参加し全市的な検

討を進めた。アンケート調査も実施

し、市内の実体把握にも努めた。 

1 年間を通し、検討を重ね「知多

市老人クラブ活性化方針」を策定。 

平成 29 年度には知多市老人クラ

ブ活性化方針に基づき、会員・非会

員が楽しく参加できる取組として

お化粧講座を実施。 

また、非会員への PR ができるようホームページを作成した。 （会員数 9,107 名） 
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市広報誌で老人クラブ紹介     知立市 知立市老人クラブ連合会   

市広報誌に老人クラブ紹介コーナー 

活動内容 

毎月の市の広報誌 16 日号の裏表紙にて老人クラブ紹介コーナーを設け、周知を行って

いる。                         （会員数 3,045 名） 

≪広報ちりゅう≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊明市老人クラブ連合会会長会 豊明市 豊明市老人クラブ連合会       

活動報告を基に事業計画策定 

活動内容 

51 の単位クラブ定例会を月 1 回開催。

29 年度は、8 月～12 月に会長会にて月に 2

クラブ、計 10 クラブの会長が各クラブの

活動状況を報告した。 

その報告を以下の 5項目に整理して次年

度の活動方針の柱とし、更なる活動活性化、

会員増強に取り組んでいく。 

①定例会・月例会を充実させよう 

②行事・イベントでクラブを活性化させよう       

③「健康・友愛・奉仕」の活動を充実させよう 

④サークル活動・趣味クラブを盛り上げよう 

⑤会員の増員に努力しよう                   （会員数 4,429 名） 

≪イベント時の写真≫ 
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体質強化対策研究委員会 長久手市 長久手市シニアクラブ連合会      

体質強化対策研究委員会（単位老人クラブ会長集会、月１回） 

活動内容 

全国老人クラブ連合会が取り組む 100 万人会員増強運動の推進のための方策を研究す

るため、各地域の単位シニアクラブ会長の代表等で構成し、 

①魅力あるシニアクラブの活動づくり 

②次の担い手の育成 

③会員の増員策 

を基本テーマとして、毎月 1 回程度開催している。 

        （会員数 1,536 名） 

 

 

老人クラブ新規会員勧誘活動  南知多町 南知多町老人クラブ連合会      

老人クラブ新規会員勧誘活動 

活動内容 

おおよそ地区ごとに単位老人クラブがあるため、地区ごとに６０歳になられる方をピ

ックアップし、各単位老人クラブが個別の対象者に声を掛けて勧誘活動をしている。 

その際に、各単位クラブの活動や連合会での催しなどを紹介し、加入促進を図ってい

る。チラシ等は作成していないものの、平成３０年度も単位クラブのうち半数近くは会

員数が増加しているため、効果的な勧誘活動ができている。 

（会員数 4,868 名） 


