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　このたび、大分県老人クラブ連合会が結成60周年を迎え
られましたことを、心からお慶び申し上げます。
　貴連合会は、昭和37年の結成以来、健康づくりや趣味、
文化レクリエーションなどの仲間づくりを通じた「生活を豊か
にする活動」をはじめ、環境美化や伝承活動、世代間交流
など、知識や経験を活かした「地域を豊かにする社会活動」
に積極的に取り組まれ、現在では1,300クラブ、５万人余り
の会員を擁するまでに発展してこられました。
　これもひとえに、これまでの役員及び会員の皆様の長年に
わたるご尽力の賜であり、心から深く感謝を申し上げます。
　さて、少子高齢化、人口減少が全国と比較しても急速に
進んでいる本県においては、令和３年10月時点で65歳以上
の高齢者が約37万6,000人まで増え、県民の33.7％、３人に
１人が高齢者という状況になっています。
　こうした中、本県では、「健康寿命日本一」を目指し、官
民挙げた健康づくり運動や介護予防、自立支援型のケアマネ
ジメントなどを進めてきた結果、サロン等「通いの場」への
参加率は全国１位となり、要介護認定率も全国より低く推移
しています。そして、昨年発表された健康寿命は、男性が全

国１位、女性が全国４位と、大変素晴ら
しい成果を挙げることができました。こ
れは、老人クラブの皆様の貢献による
ところも大きいものと考えており、次は、
皆様とともに男女とも健康寿命日本一
の実現を目指したいと思います。
　人生百年時代に向けて、豊かな知識と経験を有する高齢
者は地域の元気・活力の維持、向上に不可欠であり、地域
社会の主役です。２年以上にわたり新型コロナウイルス感染
症が流行する中で、皆様には多くのご苦労をおかけしていま
すが、コロナ禍で孤立しがちな一人暮らし高齢者にとっても、
その拠り所である老人クラブの役割はますます重要になって
います。
　皆様には引き続き、生きがいづくりや健康づくり、地域づく
りといった活動を通して、ともに支え合い、つながりを感じな
がら、安心して暮らせる地域共生社会の実現に向け、ご協力
いただきますようお願いします。
　結びに、大分県老人クラブ連合会のさらなるご発展と皆様
のご健勝、ご活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

大分県老人クラブ連合会60周年 祝辞 大分県知事　広瀬　勝貞

　本年で60周年を迎える大分県老人クラブ連合会は、昭和
37年８月８日に誕生しました。先人たちのご努力により戦後
の復興がなされ、高度成長にさしかかろうとする頃です。歴
代役職員のご尽力はもとより、県内各老連や行政をはじめと
する関係団体のご支援の賜物であります。この場を借りて深
甚なる感謝を申し上げます。
　一言で60年と言いますが、60年前の「高齢者」像と今の「高
齢者」像は全く違うものであると思います。60年前の平均寿
命は約67歳だったそうです。言うまでもなく今は、60歳を過ぎ
ても就労していることが当たり前の時代ですし、携帯電話やイ
ンターネットなどの高度な発達により、広がる多様な趣味の活
動など交流活動は地域だけにとどまらなくなりました。
　しかしながら、「健康で長生きしたい」という思いは今も昔
も同じだと思います。大変喜ばしいことに、令和元年値の健
康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）で大分県は、

前回調査から大躍進し男性が全国１位、
女性が４位となりました。
　「健康・友愛・奉仕」を三大運動とし
て活動している老人クラブにとって、地
道に健康増進に取り組んできた賜物で
あると考えます。男女ともに日本一を目指してこれからも介
護予防や健康づくり活動に老人クラブが果たす役割は大きい
と思います。県老連は、引き続きそのサポートに力を注いで
まいります。
　もちろん、会員が減ってはこの素晴らしい活動も成り立ち
ません。リーダーだけではなく、会員一人一人が未加入の知
人に声をかけてクラブの意義や楽しさを理解してもらい、「お
誘いすること」が大切なのです。
　結びに、会員皆様のご健勝、ご活躍、ご多幸をご祈念申
し上げ、ごあいさつといたします。

創立60周年によせて 大分県老人クラブ連合会 会長
（大分市老人クラブ連合会 会長）
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　令和４年度別府市老連理事会において、
前会長の後任として別府市老連会長に就任
しました。微力ではありますが別府市老人
クラブ連合会発展のため努力する所存です。
　大分県老人クラブ連合会創立60周年おめでとうござい
ます。時期を同じくして別府市老人クラブ連合会も60周
年を迎えます。大分県老人クラブ連合会と別府市老人クラ
ブ連合会の連携がいかに親密であるかがうかがえます。
　別府市老人クラブ連合会として今後の目標は“健康・友
愛・奉仕”を基礎として地元の自治会との関係を強固にし、
校区会長との連携を密にして、より良い親しみのある別府
市老人クラブ連合会をめざしていきたいと思っております。
　クラブの減少が続いている中、今後いかにして減少を止
めるか、またクラブの増強を図るかが課題となっており、
この問題にも対処して行く方針であります。責任が両肩に
重くのしかかって来ますが一生懸命努めてまいる所存です。

別府市老人クラブ連合会
会長　花山　宣昭

　大分県老人クラブ連合会創立60周年、
誠におめでとうございます。日田市老連も
同期を迎えました。これを期に実状に即し
た市老連を構築していきたいと思っております。
　年度変わりになると「解散」という言葉があちこちで聞
かれます。今一度、新会員を迎える方策を皆で話し合って
みようではありませんか。全体会を開き、皆が自由な意見
を述べる雰囲気をつくり、話し合うことが大切です。そう
することで、個人と会の士気が高まります。また、老人ク
ラブは皆のためのクラブであることを認識し、納得しても
らうことが大事です。健康保持やフレイル予防、地域への
奉仕活動、老人クラブは地域にとって必要な団体であるこ
とを理解していただかなくてはなりません。
　こうした小さな努力の積み重ねこそが、会員増強につな
がると信じております。将来を見据え、新たな老人クラブ
が構築されていくことを願ってやみません。

日田市老人クラブ連合会
会長　髙倉　　勇

　近くの世話やき婆さんに勧められて地域
の老人クラブに入ってから早10年が過ぎた。
　当初老人クラブについての、たいした知
識もなく、なんとなく地域への御恩返しと思い行動してい
たら、巡り合わせで今回市老連会長をやることになってし
まった。意義や目的も希薄で、たいした能力もないまま、
自分の時間を犠牲にすることに抵抗を感じつつ引き受けて
しまったので、さあ大変である。会員に的確なビジョンも
示せない状態で、羅針盤なき航海に出たようなもので非常
に心許ない。
　現在の最大の悩みは会員の減少に歯止めがかからないこ
とである。あの手この手と何か良い知恵があったらぜひ教
えてほしい。差し当たって先輩方の知識・経験を頼りに身
近なところから、まず人と人とのつながりを大切にする“絆
のおてつだい”をコンセプトに取り組んでいこうと考えて
いる。

中津市老人クラブ連合会
会長　松本　通康
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※６面に掲載しております国東市老連につきましては、
　本誌の原稿の締め切りと会長改選時期が前後したため、
　前会長にメッセージをいただきました。
　何とぞ、ご了承いただきますようお願いいたします。
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　県老連とともに、我が臼杵市老連も60
周年という・・・人生で言うなら還暦を迎
えたことは二重にめでたく、お祝い申し上
げたい気持ちでいっぱいです。
　私は昨年の総会で、十数年会長をやってこられた松下会
長の後を引き継いだ新米会長で、老人クラブ連合会60年
の歴史の中の60分の１の存在でしかありません。
　市では10数年前までは、会員数も3,000人以上ありまし
たが、最近では2,000人台まで減少している現状でありま
す。市老連への未加入者もまだまだたくさんいると聞いて
います。人と人がつながり知り合うことの楽しさ、すばら
しさを市老連に加入して感じとっていただき、かけがえの
ない日々を送ることを願っています。
　70歳過ぎまで仕事を続けている社会状況ではあります
が、生きがいが求められ、「健康と友愛」につながる市老
連をめざして発展していきたいと思います。

臼杵市老人クラブ連合会
会長　佐藤　俊治

　「コロナ禍に負けない地域活動を！」
　60周年おめでとうございます。市老連
を取り巻く環境は、①会員の高齢化 ②新
規加入者が見込まれない ③リーダー不足等で運営が困難
な時期にあります。
　しかし、派手な活動をするのではなく、会員による地道
な見守り・安否確認・地域間交流を主体にして、スポーツ
大会・奉仕活動（岡城清掃奉仕・交通安全街頭指導）健康
教室を実施しています。そうした活動が認められ、令和２
年４月に悲願の事務所を国指定史跡（おたまや公園管理棟
内）に置くことができました。
　史跡の中にある事務所であることから、従来の事業に加
え、古い歴史や文化あふれる郷土竹田市を再認識しようと
コースを変え「歴史探訪」を実施し、ガイドは会員が行い
大変好評となっています。コロナ禍だからこそ、地域を見
直し、生きがいと健康寿命を延ばそう！

竹田市老人クラブ連合会
会長　中城　賢一

　大分県老人クラブ連合会創立60周年おめ
でとうございます。
　津久見市盛人クラブ連合会は昭和43年に
６クラブで発起し、最盛期には52クラブ約2,000人の会員数
がありましたが、現在36クラブ約1,000人になりました。令
和元年津久見市盛人クラブ連合会長に就任し、現在２期目に
入りますが、毎年クラブ数の減少が連合の問題です。
　原因は、会員の補充ができなく、役員になる人がなく、解
散に追い込まれているようです。クラブが解散しても盛人ク
ラブの行事に参加したい人は多く、その人たちをどうするか
が課題です。令和２年、３年と新型コロナウイルス感染防止
のため、津久見市の盛人クラブも活動ができずクラブから離
れていく人もあり、各クラブの会長さんも頭を痛めているよう
です。早くコロナ前の当たり前の生活が取り戻せることを祈
るばかりです。今年度の計画も決まり毎月の行事ができるの
を楽しみにしている毎日です。

津久見市盛人クラブ連合会
会長　伊井　　操

　全老連ならびに県老連60周年おめでとうご
ざいます。ますますのご発展をお祈りします。
　何よりも健康であることが第一です。肉体
の健康、心の健康を保持するには、早寝早起き、適度の運動
を続けることが大切です。それと気づいたらすぐすることが成
功の秘訣、健康の秘法であると教えられています。100％完成
ではありませんが、私の日常生活のパターンを列挙してみます。
　2:00 起床、洗顔・着替えを済ませ神棚・仏壇の祭祀。その
後テレビまたはラジオ番組を視聴。以前は読書に当てていまし
たが最近は長時間の読書ができなくなりました。4:30 ～ 6:00
おはよう倫理塾、朝食後 7:00 ～ 8:00 通学路で子どもたちの
見守り声かけをしています。一人でも多く挨拶のできる青少年
がこの地域に増えることを念じながら17年続けています。昼
間は気づいたことは先延ばしにせずを心がけています。夕食は
17:00 ～ 18:00、就寝は 20:00 まで、夜更かしは出来ない人
間になりました。一緒に老人クラブで健康寿命をのばしましょう！

佐伯市老人クラブ連合会
会長　柳　　信夫
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　大分県老人クラブ連合会創立60周年、誠
におめでとうございます。人生で言えば還暦
にあたりますが、よくここまで辿り着いたと思
います。平坦な道、谷あり、山ありだったと思います。
　今後、日本、大分県でも高齢化社会へと進んでいきますが、
その中で老人クラブもその変化に対応しなければなりません。
単老クラブも会員数の維持運営を必死で守っておりますが、
継続は力なりも簡単にはいかず難しいことです。クラブの三
大運動である「健康・友愛・奉仕」は、まず健康です。それ
から友愛。生活をして行く上で、常日頃より仲間づくりが大切
です。心を許せる、気安く話し合え相談出来る友達が必要に
なります。老人クラブの必要性、入会して良かったと、その存
在価値を高めるクラブへ入会をするような雰囲気をつくること
も大事でしょう。多勢で活動、研修旅行等の状況を、入って
ない外の方々はどのように見ているのでしょうか。大分県老
人クラブ連合会の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

杵築市老人クラブ連合会
会長　二野瀬　藤男

　還暦を迎えられた県老人クラブ連合会は多く
の苦難の歴史の上に、輝かしい実績を積み上
げた誇りある60年であったと思います。心から
お祝い申し上げます。
　私は社会人３年目でしたが、両親が老人クラブの旅行やゲート
ボールに出かけていたのを思い出します。当時は自治会内に子
供会、婦人会などもあり活気が漲っていましたが、今残っている
のは老人クラブのみです。市社協に多大なご支援をいただきな
がらもその塊が消えようとしているのが現実です。
　その中で「老人クラブの意義」を問われれば、「終の棲家」
である地域をより良い形で次の世代に渡すことと答えます。その
ためには自治会内で老人に出来ないことは若い人にお願いし「出
来る人が、出来るときに、出来る所で、出来ることを、出来るだ
けやる」を合言葉に、義務感を持たずに楽しみながら参加でき
ることこそが老人クラブの存在意義であり活動の原点と考えてい
ます。結びに、県老連の益々のご発展を祈念申し上げます。

豊後大野市老人クラブ連合会
会長　吉藤　　孝

　県老連の創立60周年おめでとうござい
ます。
　２年続きのコロナ禍による市老連の活動
自粛等のため、組織の存在意義が問われるこの頃です。ま
た、会員の高齢化による人員の減少やクラブの廃止による
全体士気の低下など課題は山積です。
　当方老人クラブ入会後、会員親睦を深めるために、諸行
事を計画しても参加者が少ない。さらに他地区において入
会の声かけをするが、会に入りたくてもそのクラブをお世
話する人がいない。
　しかし、いろいろな地域へ視察に行ったり、年２回グラ
ウンド・ゴルフ大会、地区公民館にて高齢化による体力の
衰えを防ぐ健康体操などに取り組んでいます。
　新年度はコロナも終息することを願って、素晴らしい出
会いを待っています。

宇佐市老人クラブ連合会
会長　安部　文雄

　コロナ禍で大変な思いをしながら３年目
に入るが、加えてロシアのウクライナ侵攻
が世界秩序の根幹をも揺るがす事態となり、
日本もその渦中にあることを認識する必要がある。このよ
うな試練の場は、今後も続くであろうし、さらなるいろい
ろな難題に遭遇するであろうことを覚悟せねばならない。
　わが豊後高田市老連も、多くの活動の制約を受ける中、
密にならない施策を講じながら、特に少人数を主体とした
活動を展開している。やれない理由を考える前に、どうし
たらやれるか、前向きに考えることであろう。万全の策は
ないにしても、「窮すれば通ず」である。出来ることの積
み重ねと、慢心することなく全員で努力すればこれを克服
出来ると信じる。
　健康・友愛・奉仕そして会員増強活動に、みんなの知恵
と力を結集することにより、老人クラブの活性化と老人福
祉の向上に邁進したい。

豊後高田市老人クラブ連合会
会長　都甲　昌叡
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　年度末が近づくと「亡くなったしがおお
で、また会員が減ったけど、若けえしが入
らんじな…」また「任期がきたんで、やめ
てえが後が見つからんじな」という声をよく耳にする。
　会員減少と役員のなり手がない２つが市老連の課題と
なっている。我が老人クラブでもこの４年間に約30名減
少。役員選出でも班長さん方の大変な努力によって新役員
が決まったが、２～４年後の次期役員選出では女性役員に
なる会員が見あたらず心配されている。
　そこで、この２つの課題を何とかしないと会の存亡が危
ういことを、３月の班長会で訴え、会員増に向けて、新会
員勧誘に努力されるようお願いした。その結果、現状をよ
く理解されたのでしょう。班長さん方の涙ぐましい努力に
よって、何と17名もの多くの新会員を迎えることができ
た。新年度は、会員５名増の123名での出発。
　班長さん、ありがとう！ ありがとう！ ご苦労さま。

国東市老人クラブ連合会
前会長　仲村　文博

　令和４年４月下旬、この原稿を書くに当
たり外に目を移せば、花々は散り新緑が目
にしみます。自然は確実に巡って、過去か
ら未来へと連綿と続くものと思っていました。しかし、ど
うでしょうか。人類はどうでしょうか。対立と破壊の繰り
返し、この紙面に載るころは和平となるか。混沌とした世
界、コロナは何か示唆してないか。
　さて、思い返せば60年前私は20歳。高度成長期、社会
にもまれながら一喜一憂しながら家庭を持ち、定年退職そ
の直後老人クラブに入会。それまでクラブに関心はなかっ
たが、先輩諸氏の地域での活動を見て必要性の意味・意義
を理解し役員となり、多くの会員を募集しました。
　しかし、平成20年半ば頃から社会情勢、個人の価値観
等で入会者が激減し後継者がいないため、休会解散の重大
な局面にあります。高齢化社会、60年の歴史、老人クラ
ブだけの問題でしょうか。

日出町老人クラブ連合会
会長　河野　正光

　私たち老人クラブ連合会では、村内６地区の
クラブより成り立っています。
　まず、クラブ会員増強の取り組みですが、ク
ラブ主催の催し物やサロン活動、日頃のつきあいの中で、勧誘を
行い、その繰り返しの中で、少しずつ会員数も増えています。
ボランティア活動として、遊休農地に菜の花、ひまわり、コスモ
ス等、季節ごとの花の植え付けを行い、姫島に古くからある郷土
料理「かんころ餅」と「いもきり」に欠かせないさつまいもの栽
培から収穫、そして、そのさつまいもを干し、粉にした「かんこ
ろ粉」の製造を行っており、地域への貢献や会員のいきがいづく
りにも繋がっています。また、かんころ餅やいもきりに並ぶ郷土
料理「なっとう味噌」の製造を一昨年から行っており、このまま
では消えていってしまう郷土料理の継承といった意味でたいへん
意義のある活動ができていると感じています。今後も、村民の皆
様に喜んでいただけ、参加するクラブ会員がクラブ活動に充実感
を持てるクラブであるよう、クラブ活動を推進してまいります。

姫島村老人クラブ連合会
会長　島崎　勝廣

　私が老人クラブに入ったのは21年前、新
住所に移ったため地域のことを知りたいと
思ったからだった。その当時の会長は地域の
お世話が熱心で楽しかった思い出がある。だから今まで退会
しなくて続いて来れたと思う。
　人生100年時代を迎えようとしている今、老人クラブが取
り組まなくてはならないことは、楽しみながら健康づくりがで
きる事業を今よりもっと増やす取り組みをすべきことだと思う。
例えば、園児や子どもと一緒に何か作業や軽スポーツをしな
がらふれあいを深める、研修を兼ねた旅行をする、両手に杖
をついて歩くノルディックウオークなどいろいろなものが考え
られる。
　コロナの影響を受けて活動が出来なくなった単位クラブが
続出している。室内でするのではなく、屋外で出来るものに
取り組むべきであると思う。そのために活動費用を当てるとか、
県から補助金をもらう等の方策を講ずるべきであると思う。

由布市老人クラブ連合会
会長　浦松　辰信
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私たちは、大分県老人クラブ連合会の活動を応援しています



　大分県老人クラブ連合会創立60周年おめ
でとうございます。県下各老人クラブのご発
展と会員皆様のご健勝を念じ上げます。
　昭和30年発足当時の老人会は、新年会・例会（頼母子講）・
慰安旅行・ゲートボール・忘年会などテレビの無い時代ひと
つの娯楽でもあったが、常に情報が流れて老人社会は連帯を
形成していた。令和の今一度、自らの活動を問うてみよう。
　年齢には３通りあると故アルフォンス・デーケン氏（元上智
大学教授）は語る。第一は「生活年齢」、２つ目は健康管
理により左右される「生理年齢」、３つ目は「心理年齢」い
わゆる心の中は青年の若々しさにあふれていること。今日と
いう日をいただいたことに感謝しながら「社会に奉仕し、あ
なたに奉仕」を心がけて生きると歳をとっても若さで生きら
れるというのである。いのちの終末を待つのではなく生き甲
斐の探求である。ただ長生きをするというのではなくどれだ
け意義のある人生を送ったかの方が喜びは大きいから。

玖珠町老人クラブ連合会
会長　志津里　廣由

　大分県老人クラブ連合会が創立60周年を
迎えられましたことを、心からお慶び申し上げ
ます。
　本会は現在、クラブ数の減少、休会が課題としてあげられま
す。しかし、限られた活動の中でも「何か活動したい」という
会員の声を大事にし、女性を中心とした「女性リーダー研修会」
や見守り活動の「友愛訪問」、栄養を意識した「高齢者栄養
教室」、身体障がい者福祉協会との交流会、他にも様々な取り
組みを積極的に行っています。より良い活動を進めていくため
にも理事会はもちろん、年に２回各単位老人クラブの会長を集
めた「意見交換会」をしています。
　これからも研修会などに積極的な参加を呼びかけ、一人でも
多くの方に連合会について知っていただき、本会のより良い未
来のために一生懸命精進して参ります。
　終わりに、大分県老人クラブ連合会のますますのご発展と皆
様のご健康・ご活躍を心から申し上げ、お祝いの言葉とします。

九重町老人クラブ連合会
会長　麻生　憲一
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　大分県老連創立（８月８日）
　財団法人認可（12月21日）
　「おおいた県老連だより」発刊
　しあわせの丘 開館
　会員10万人超える（クラブ数1,980）
　県老連女性委員会設立
　クラブ数会員数ピーク (2,229クラブ、120,747人）
　平成の大合併（老連も合併へ）
　しあわせの丘 閉館
　公益財団法人認可（４月１日 )
　第43回全国老人クラブ大会大分大会（ビーコンプラザ）
　全国運動「老人クラブ『100万人会員増強運動』」
　老人クラブの活動「新生活様式で」
　創立60周年記念（リーダー研修・スポーツ大会 )

昭和37年（1962）
昭和47年（1972）
昭和49年（1974）
昭和51年（1976）
昭和54年（1979）
平成６年（1994）
平成10年（1998）
平成17年（2005）
平成19年（2007）
平成24年（2012）
平成26年（2014）

令和２年（2020）
令和４年（2022）

昭和37年（1962）
• 世界人口　30億2,000万人
• 日本人口　9,500万人　
• 国内市町村数　3,453市町村

令和４年度（2022）
• 世界人口　77億6,000万人
• 日本人口　１億2,500万人　
• 国内市町村数　1,718市町村

私たちは、大分県老人クラブ連合会の活動を応援しています
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大分県老人クラブ連合会　この10年の事業

（１）単位老人クラブリーダー研修会の開催
　　　のべ90回開催　のべ3,214人参加

（２）老人クラブ優良活動事例発表会の開催
　　　のべ63回開催　のべ5,179人参加

（３）市町村老人クラブリーダー研修会の開催
　　　のべ９回開催　のべ1,263人参加

（４）大分県地域福祉推進大会の開催（受賞者数）
　　　大分県知事賞　　　　優秀老人クラブ賞　　　　のべ180クラブ
　　　　　　　　　　　　　老人クラブ指導者功労賞　のべ187人
　　　県老連会長表彰　　　老人クラブ功労者　　　　のべ480人
　　　　　　　　　　　　　優良老人クラブ　　　　　のべ285クラブ

（５）九州ブロック老人クラブリーダー研修会への参加・開催
　　　九州各県で持ち回り開催　のべ582人参加（平成25年大分開催時449人含む）

（６）全国老人クラブ大会への参加
　　　全国各地で持ち回り開催　のべ482人参加（平成26年大分開催時400人含む）

（７）全国老人クラブ連合会が主催する会議・セミナー等への参加
　　　のべ59人参加（女性リーダー研修会、代表者会議、
　　　高齢者の健康づくり・生活支援セミナー、活動推進担当者研究セミナー等）

（８）広報啓発活動
　　　「おおいた県老連だより」の発行（年１回）　294,415部発行
　　　ホームページの更新等運営　本年４月全面リニューアル
　　　全老連発行出版物の斡旋
　　　　活動日誌（4,484冊）、会計簿（6,007冊）、老人クラブ手帳（5,696冊）
　　　　その他　みんなで歌う歌謡集、リーダー必携等斡旋販売

（９）大分県老人クラブスポーツ大会の開催
　　　グラウンド・ゴルフ、ゲートボール、ペタンクの３競技にのべ3,195人参加

　大分県老人クラブ連合会の事業についてこの１０年間の実績をまとめました。
　なお、年度別の数値などの詳細は当会のホームページでご確認いただけます。

私たちは、大分県老人クラブ連合会の活動を応援しています
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（１０）市町村老人クラブ連合会健康づくり活動への助成
　　　市町村老連が実施する健康づくり活動の経費の一部助成　総額3,348,400円

（１１）高齢者相互支援の推進・啓発
　　　①地域支え合い活動（友愛活動）モデル市町村老連事業　のべ26市町村支部老連で開催
　　　②地域支え合い活動（友愛）活動研修会　　のべ1,036人参加
　　　③地域支え合い活動の普及啓発グッズの配布
　　　　メモ帳、ポケットティッシュ、クリアファイル、不織布マスク等

（１２）おおいたアクティブシニア養成講座の開催
　　　のべ3,086人参加
　　　※平成24年度まで「いきいき実践大学（基礎講座・ステップアップ講座）」
　　　※平成25・26年度は「シニアリーダーカレッジ」として実施

（１３）「ふるさとの達人」の活動支援
　　　のべ個人2,569人・239グループ登録　のべ493人派遣調整

（１４）パワフルシニア活動応援事業の実施
　　　のべ478団体へ総額55,602,186円補助
　　　※平成27年度まで「シニアライフ応援事業」
　　　※平成28～30年度は「元気高齢者地域活動応援事業」として実施

（１５）「高齢者の主張」の募集、作品集の発行
　　　のべ628人応募　※令和３年度まで実施。令和４年度から「おおいたシニアエッセイ」として実施

（１６）「全国一斉・社会奉仕の日」の開催
　　　・９月20日の「社会奉仕の日」の前後に老人クラブが行っている清掃活動等
　　　　のべ9,038クラブ　176,736人参加
　　　・県の中央会場での社会奉仕（公共施設等の美化活動）　のべ642人参加

（１７）老人クラブ保険への申込み
　　　傷害保険　のべ3,940クラブ　76,970人
　　　賠償責任保険　のべ302クラブ　※ 賠償責任保険は平成26年10月開始。

（１８）会員章の販売
　　　通常会員章　283個　　全老連創立60周年記念会員章　530個

　歴史ある高齢者の自主的な組織として、健康・友愛・奉仕の活動の推進を図るとともに、地域の見
　守りや生活支援による支え合いを通じ、高齢者の直面する問題に対応した活動に積極的に取り組む。

私たちは、大分県老人クラブ連合会の活動を応援しています



令和４年度 大分県老人クラブ連合会　事業計画

◆メインテーマと宣言事項の実践（全国共通）
　■メインテーマ「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」（平成26年度～）
　　〈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。

◆県老連の重点活動目標
　①新型コロナウイルス感染症の予防と会員の健康保持・増進の両立
　　 コロナ禍においても、感染防止対策を行い、「新しい生活様式」に基づいて創意工夫のもと、フレイル予

防に向けた健康づくりや地域住民による支え合い活動への参加をめざす。
　②会員増強（仲間づくり）の取り組み
　　 魅力ある老人クラブ活動を推進する上で、会員減少に歯止めをかけ組織強化を図ること、加入促進運動の

取り組みは永遠の最重要課題である。
　　 今後とも、全国の動きに合わせ、老人クラブの意義や有効性への理解を深め、健康づくり・介護予防活動

や友愛活動など具体の活動を通して会員増強の取り組みを推進する。
　③高齢者の健康づくり・生活支援活動の取り組みの推進
　　 健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）の令和元年値で大分県は、前回調査から大躍進し、男性が

全国１位、女性が４位となった。
　　 老人クラブは、高齢者が有する豊富な知識・経験・実績を活かし、その事業（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、行政等関係者と連携・協力して、今後も男女ともに日本
一になるための取り組みの一翼を担う。

　④高齢者を地域で支える仕組みづくりに資する「全国三大運動」の推進
　　 老人クラブ活動のメインテーマ「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」の下、県下唯一・最大の

歴史ある高齢者の自主的な組織として、健康・友愛・奉仕の活動の推進を図るとともに、地域の見守りや
生活支援による支え合いを通じ、高齢者の直面する問題に対応した活動に積極的に取り組む。

10 おおいた県老連だより〜創立60周年記念号〜

★各市町村老連事務局の紹介ページを充実しました！
　 市町村老連の事務局をもっと身近に感じてただきたいと思い、事務局の建物や活動中の写真、事務局か

らの一言も掲載しています♪
★県老連の事業紹介ページを充実しました！
　 県からの委託事業や市町村老連にご協力いただきながら実施しているイベントなどについて紹介してい

ます。各募集事業の応募書や「ふるさとの達人」派遣申請書などのダウンロードもできます♪
★市町村老連の広報紙も掲載しています！
　 県老連だよりだけでなく、各市町村老連広報紙の最新号を掲載していますので、会員の方には活動のヒ

ントを、未加入の皆様にも県下の老人クラブの活動の様子を知っていただけると思います♪
★スマホ対応になりました！
　 従来はパソコンが主でスマートフォンからの閲覧は見にくいものでしたが、スマホからも見やすくなりま

した。右下のＱＲコードからも閲覧できますので、ぜひ、お手持ちのスマホからも覗いてみてください♪
★協賛企業のバナー（広告）を掲載しています
　 県老連は今年度から「県老連協賛企業・団体制度」を設けました。各企業のバナーはトップページ下部

に掲載し、クリックするとそれぞれのホームページに移動できるようになっていますので、さまざまな
機会にご活用ください♪

老人クラブ会員の皆様はもちろん、クラブ未加
入の方やご家族にも、「老人クラブの魅力」を発
信できるホームページを目指しています。豊か
な高齢者社会を一緒に築いていきましょう！！

大分県老人クラブ連合会

https：//www.oita-kenrouren.jp



科　目 予算額 前年度予算額 増　減 摘　要（増減の主な原因）
基本財産運用益 0 3,000 △ 3,000
受取会費 4,956,000 5,260,000 △ 304,000 単位クラブ会費　@4,000円×1,239クラブ

事業収益 3,600,000 4,238,000 △ 638,000 大分県からの事業委託料（いきいき高齢者地域活動推進事業、豊の国敬老事業）
指定旅館事業廃止の減、収益事業見直しにより印刷物販売等の事業収入は収益へ

受取補助金等 21,554,000 21,554,000 0 大分県補助金（老人クラブ等活動推進員設置事業、高齢者相互支援推進啓発事業、パワフルシニア活動応援事業）
シニアライフ県信基金助成金200,000円、ヤクルト高齢者福祉基金助成金100,000円

雑収益 1,000,000 431,000 569,000 老人クラブ保険広告料430,000円（全老連）、
会員章拠金12,000円、協賛金500,000円、図書斡旋料58,000円

経常収益 計 31,110,000 31,486,000 △ 376,000

公益目的事業 経常費用計 29,221,900 28,663,000 558,900

単位老人クラブリーダー研修会 146,000円
老人クラブ優良活動事例発表会 500,000円
市町村老人クラブリーダー研修会 454,600円
大分県地域福祉推進大会 208,600円
九州ブロック老人クラブリーダー研修会 307,500円
全国老人クラブ大会等役員研修 440,400円

「おおいた県老連だより」発行 104,000円
図書 8,600円、老人クラブスポーツ大会 650,300円
市町村老連健康づくり活動助成 279,300円
地域支え合い活動事業 724,100円
おおいたアクティブシニア養成講座 1,400,000円

「ふるさとの達人」活動支援事業 1,200,000円
「シニアエッセイ」作品集発行 500,000円
パワフルシニア活動応援事業 12,364,000円
全国一斉社会奉仕の日 49,500円
共通費用 9,885,000円（※事業・管理費の共通費用の従事割合等配賦分）

その他事業 経常費用計 95,000 604,000 △ 509,000 老人クラブ保険事業 1,000円
共通費用 94,000円（※事業・管理費の共通費用の従事割合等配賦分）

法人管理費 経常費用計 2,701,800 3,775,000 △ 1,073,200

会議費 388,000円、旅行交通費 5,000円
通信運搬費 38,000円、印刷製本費 5,000円
公的証明書手数料 6,000円、支払手数料 120,800円
支払負担金 494,000円、雑費 11,000円
共通費用 1,634,000円（※事業・管理費の共通費用の従事割合等配賦分）

経常費用　計 32,018,700 33,042,000 △1,023,300
当期経常増減額 △ 908,700 △ 1,556,000 647,300
当期経常外増減額 0 0 0
他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 908,700 △ 1,556,000 647,300

他会計振替額 0 0 0 （繰入額 4,597,849円） 公益目的事業会計 610,746円  法人会計 3,987,103円
（繰出額 4,597,849円） 収益事業会計 4,434,726円  その他事業会計 163,123円

税引前一般正味財産増減額 △ 908,700 △ 1,556,000 647,300
法人税・住民税及び事業税 0 71,000 △ 71,000 収益事業廃止に伴い法人税減免対象

当期一般正味財産増減額 △ 908,700 △ 1,627,000 718,300
一般正味財産期首残高 13,124,222 12,883,000 241,222 令和３年度決算見込期末残高

一般正味財産期末残高 12,215,522 11,256,000 959,522
指定正味財産期首残高 17,000,000 17,000,000 0 基本財産

指定正味財産期末残高 17,000,000 17,000,000 0
正味財産期末残高 29,215,522 28,256,000 959,522

令和４年度 大分県老人クラブ連合会　行事予定表

開催予定日 行　　　事

７月
７日㈭〜８日㈮ 九州ブロック老人クラブリーダー研修会（長崎県）

21日㈭ 県老連創立60周年記念市町村老人クラブリーダー研修会（別府市）

９月
15日㈭ 老人の日・老人週間（〜21日）
20日㈫ 全国一斉「社会奉仕の日」大分県中央会場（日出町）

10月 14日㈮ 第17回大分県地域福祉推進大会（別府市）

11月
２日㈬ 県老連創立60周年記念 第24回大分県老人クラブスポーツ大会（大分市／予備日：11/17㈭）
８日㈫ 第51回全国老人クラブ大会（全老連創立60周年記念大会・東京都）

12日㈯〜15日㈫ 第34回全国健康福祉祭（横浜市ほか）
12月 ９日㈮ 県老連地域支え合い（友愛）活動研修会（大分市）

※役員会等の日程は、県老連ホームページに掲載している年間行事予定表をご覧ください。（令和４年６月１日現在）

令和４年４月１日から令和５年３月31日まで　（単位：円）

令和４年度 大分県老人クラブ連合会　収支予算書
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度

【対象とする事業】 令和４年度中に新たに立ち上げる（新たに開始する）次のような地域活
動です。ただし、他の助成団体からの委託金・補助金等の交付対象となっているものなど（※）
は、補助の対象としません。※詳細はお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　①健康寿命延伸　②高齢者の生きがいづくり　③高齢者等の生活支援　④子育て支援
【補助金額】５０万円を上限とします。
【応募資格】高齢者（６５歳以上）が過半数を占める３名以上の団体（任意団体でも可）であること。
　　　　　※営利団体や宗教団体等は対象となりません。

【応募方法】応募書類一式を当会のホームページからダウンロードして当会あて提出して下さい。
【応募締切】令和４年８月１日（月）（必着）とします。
【選定方法】団体補助は、第１次審査（書類審査）、第２次審査（書類審査）を経て決定します。
　　　　　審査は、別に定める審査委員会により行います。

上記ご案内については、大分県老連事務局までお気軽にお問い合せください！

大分県老人クラブ連合会事務局　☎０９７−５５２−０５０２

「ふるさとの達人」とは、人生で培ってきた豊かな知識・経験・技能などを生かし、地域の
ニーズに応えて地域活動を行っている高齢者の個人・グループの方々です。

◆応募資格　大分県内在住のおおむね60歳以上の方

◆応募方法　① ひとり１作品　②字数は800字以内
　※400字詰め原稿用紙２枚以内（タイトルを除く）。
　※ パソコン原稿の場合は、Ａ４判の用紙に40字×20行以内。 
　③住所、氏名、年齢、電話番号を明記した応募票
　　【本会ホームページからダウンロード可能】 
　④自作の未発表作品に限る。

◆募集締切　郵送でも持参でも当日必着です
　令和４年８月１日（月）
◆賞　審査委員の採点により決定。
　　　特選…１編　準特選…３編　入選…10編

令和４年度  “おおいたシニアエッセイ”募集
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当会は、地域で指導的な活動ができる方を認定・登録し、ホームページな
どで広報するとともに、集まりや行事に派遣するなど地域ニーズとのマッ
チングを行っています。
★活動の例……楽器演奏、健康体操、手品、読み聞かせ、落語、凧づくり、
　　　　　　　腹話術、詩吟、郷土史、切り絵 など
★派遣先の例……老人クラブ、サロン、高齢者学級、小学校、児童クラブ、
　　　　　　　　幼稚園、自治会 など

普段の何気ない想いや気づき、思い出などをエッセイにしてお寄せ下さい。募集テーマは自由です。

例）テーマ１：老人クラブに関すること
　　　　　　  「老人クラブの楽しみ」
　　　　　　  「老人クラブに入ってよかったこと」
　　　　　　  「老人クラブで学んだこと」
　　　　　　  「老人クラブのススメ」など
例）テーマ２：自由テーマ
　　　　　　  「若い頃の失敗」「思い違い」
　　　　　　  「まだまだ頑張る！私の目標」
　　　　　　  「忘れ得ぬ言葉」「人生の転機」
　　　　　　  「なくて七癖」「父母の思い出」
　　　　　　  「若い人へひとこと」「私の信念」
　　　　　　  「恩師の思い出」「旅の楽しみ」　
その他、グルメ、ペット、生きがい、趣味など

☞�地域の高齢者団体が行う健康寿命延伸や高齢者の生きがいづくり等に
　資する活動の立ち上げを支援します！



◆全国老人クラブ連合会会長表彰
　【老人クラブ育成功労表彰】（２名）
　　杉㟢良春（大分市）、佐竹安子（九重町）

　【優良老人クラブ表彰】（１クラブ）
　　下赤嶺中の原さわやかクラブ（豊後大野市）

　【優良郡市区町村老人クラブ連合会表彰】（１連合会）
　　豊後高田市老人クラブ連合会

　【永年勤続表彰】（１名）
　　上野悠子（中津市）

◆活動賞（全国老人クラブ連合会）（３クラブ・１連合会）
　　高城台老人クラブ幸寿会（大分市）、月出町老人クラブ（日田市）、
　　竹田市老人クラブ連合会、北大神老人クラブ（日出町）

◆大分県知事賞
　【優秀老人クラブ賞】（14クラブ）
　　角子原老人クラブ、中島西むつみ会、長谷町いきいき会（大分市）、鉄輪上仲よし会（別府市）、
　　清水町しみず会（日田市）、城東ひまわり会（佐伯市）、清流会（臼杵市）、松葉会中部クラブ（竹田市）、
　　つるかめ会老人クラブ（豊後高田市）、立石百壮会老人クラブ（杵築市）、下市和交会（由布市）、
　　東中老人クラブ若やぎ会（国東市）、恵良老人クラブ（九重町）、古後中部老人クラブ（玖珠町）

　【老人クラブ指導者功労賞】（20名）
　　伊藤誠亨、清田次夫、牧達夫（大分市）、林三男（別府市）、川合俊人、原節子（中津市）、
　　菱川寛一（日田市）、友正則（佐伯市）、小野清美（臼杵市）、松野助成（津久見市）、佐藤一夫（竹田市）、
　　前田昭子（豊後高田市）、土師孝德（杵築市）、松浪政義（宇佐市）、佐保悟朗（豊後大野市）、
　　浦松辰信（由布市）、堀弘和（国東市）、林三千代（日出町）、若松平八郎（九重町）、滝石明（玖珠町）

◆大分県老人クラブ連合会会長表彰
　【老人クラブ功労者】（46名）
　　池辺邦雄、今村和男、江川重信、小手川裕治、佐藤英夫、藤沢一征、山村一二三（大分市）、
　　花山宣昭、藤渕孝司、光永朝江（別府市）、林輝義（中津市）、河野到、川村英子、森輝雄（日田市）、
　　吉良英生、田中利幸、山本章（佐伯市）、澤藤繁、田口鈴江、内藤和男（臼杵市）、
　　麻生武男、木村好一（津久見市）、衛藤寿信、鳥養恭子、福澤皓一（竹田市）、
　　平原潔、古野光正、弓㟢尚武（豊後高田市）、安部駿一、川野昭信（杵築市）、
　　岡正文、塚㟢英俊、森達也（宇佐市）、河野宗雄、後藤謙一、戸次ひさ子（豊後大野市）、
　　後藤憲次、生野功、吉見英雄（由布市）、岐部美年、福田和雄（国東市）、大神啓嗣、土田和則（日出町）、
　　麻生憲一、二川政巳（九重町）、片山博雅（玖珠町）

　【優良老人クラブ】（25クラブ）
　　大志生木老人クラブ栄寿会、国分老人クラブ、津守老松会、錦町１丁目若葉会、向原西白扇会（大分市）、
　　大畑長寿会、大観山倶楽部・和み（別府市）、坂井町シニアクラブ、丸山長寿クラブ（日田市）、
　　波寄老人クラブ（佐伯市）、塩田ことぶき会、山頭老人クラブ（臼杵市）、
　　久住高砂会第１クラブ、直入町長湯中央長寿会（竹田市）、
　　春日老人クラブ、新屋敷悠々倶楽部（豊後高田市）、健寿会、西俣水光齢クラブ（杵築市）、
　　うさクラブ千寿会、下市老人クラブ寿会（宇佐市）、新町２老人クラブ、みの草老人クラブ（由布市）、
　　興導寺老人クラブ、下岐部老人クラブ白浜会（国東市）、木杉河老人クラブ（玖珠町）
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特殊詐欺等被害防止機能付

  電話機購入費用を補助
多発している特殊詐欺は
迷惑電話防止電話機 で撃退！

令和４年度

増加中の還付金

詐欺対策に効果的

多発する特殊詐欺被害を防ぐためには

 「犯人と話をしない」対策 が有効です。
大分県と各市町村は連携し、被害防止対策として有効な電話機（または外付け機器）の
購入費の３分の２（上限１万円）を補助します。

【主な条件】　
　○県内居住の65歳以上の者のみで構成される世帯の者
　○過去に県警から電話機等の貸与をされたことがない者　など

【ご注意】
　○各市町村により対象条件、申請締切日を設定しています。
　　購入前に必ずお住まいの各市町村（防犯担当課）にお問い合わせください。
　○申請締切日前でも予算がなくなり次第、受付終了となることがあります。
　○補助金交付申請は「１世帯につき１回」に限ります。

大分県  県民生活・男女共同参画課
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　昭和37年８月に産声を上げた大分県老連も還暦を迎えま
した。この間、会員の皆様はじめ各市町村老連の歴代会長や
役職員の方々には、様々なご協力ご支援をいただいてきたで
あろうことは想像に難くありません。
　今後ともこの歴史ある会を守り、発展させていくべく頑張
りたいと決意を新たにしています。特に全国同じ悩みである
会員数の減少については、来年度以降を見据えた取り組みを
どう進めていくのかを検討していきたいと思っています。
　一番重要な要素であります皆様方のご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　（事務局）

　本会では今年度から協賛企業の制度を発足させました。　
　令和４年度は、次の９社から応援したい旨のお申し出をい
ただきました。心から感謝申し上げます。

スポンサーへの御礼〈中央・県南・豊肥地区版〉
　このたびは大分県老連機関誌「おおいた県老連だより」に
広告のご協賛を賜り、誠にありがとうございました。
　本格的な超高齢社会に向けて会員の生きがいを高め、『健
康・友愛・奉仕』の老人クラブ活動を推進し、共に幸せな
老後を過ごすため、今後も一層の努力と熱意をかたむけて
まいります。以上のご趣旨をご理解いただき、引き続き末
永きご厚誼、ご支援をお願い申し上げます。

公益財団法人 大分県老人クラブ連合会

　本誌「おおいた県老連だより」第33号は、本会創立60周
年記念号として特別に県下の会員全員（約４万６千人）分を
配布しました。
　次号からも全員配布できるよう検討してまいりましたが、
主に配布に係る経費が大幅な負担増となるため断念せざるを
得ませんでした。
　他の都道府県老連でも単位クラブごとに１部ずつというと
ころが多く、本会の広報誌「おおいた県老連だより」につき
ましても、来年度から各単位老人クラブに１部ずつの配布と
させていただくことといたしました。
　なお、今年度からリニューアルした本会のホームページで
も閲覧ができますので、お知らせします。
　事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜りますようお願い申
し上げます。

編 集

大分県老人クラブ連合会 協賛企業一覧

株式会社安東石材店
大分市大字上判田4701-5

株式会社真愛
大分市中島西2-1-3 大分ファーストビル7F

株式会社風之荘
大分市大道町3-2-24

旅館 金時
熊本県阿蘇市内牧1131

株式会社桑之屋
福岡県うきは市浮羽町古川1099-10

島手そうめん販売株式会社
長崎県諫早市津久葉町5-142

株式会社セルモ 大分支社
大分市大道町4-5-37

東九興産株式会社
大分市大字鴛野1046-2

日豊観光バス株式会社
大分市大字森町234-1

後 記

事 務 局 か ら の お 知 ら せ
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　長年にわたり多額のご寄付をいただいています。
本会の実施する健康づくり事業や、老人クラブの
活動推進などに使わせていただいています。

私たちは、大分県老人クラブ連合会の活動を応援しています


