
令 和 ３ 年 度 事 業 報 告 書 
 
Ⅰ 高齢者の健康づくりおよび介護予防推進事業 

 

高齢者の安全安心な環境と生きがいや健康づくりを推進するため、生きがい・健康講 
座やスポーツ大会、文化活動の発表等の事業を実施した。 
 

１ 高齢者生きがい・健康講座事業 
各市町老連に委託し、ラジオ体操の効用、認知症予防、食生活、消費者トラブル、交通

安全等をテーマにした講座の他ウォーキング講座を開催した。また、講師として健康づく

り推進員を派遣した。 

① 高齢者生きがい・健康講座 

・実施内容  別表 1のとおり・・・８ページ 

  

② 老人クラブ健康づくり推進員派遣 

    ・実施内容  健康づくり推進員 ３名を３市へ延べ４回派遣 

 

 ２ 高齢者スポーツ振興事業 
各市町老連に委託し、高齢者が気軽に参加できる各種スポーツ大会等を開催した。 

① 高齢者スポーツ振興 

・実施内容  別表 2のとおり・・・１０ページ  

 

３ 県老連会長杯公式ワナゲ交流大会 
   福井県健康管理協会から、健康づくり事業として委託を受け実施した。 
   ・開催日  令和３年１１月１０日（水） 
   ・場 所  ふくい健康の森 スポーツセンター 
   ・参加者  １３市町  １０３名 

 
４ ふくい健康長寿祭参加活動事業 

 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催中止】 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ⅱ 高齢者相互支援および地域支え合い活動等、暮らしの安全・安心推進事業 

  
 地域における高齢者の暮らしを支え合う取り組みを広げ、安全安心な生活づくりを推

進するため、友愛募金運営事業やお年寄りふれあい訪問事業等を実施した。 

 
１ 友愛募金運営事業 

①  募金運動 

・募金期間  令和３年７～８月 

・募 金 額  8,165,022 円 

・配  分  市町老連友愛活動費     4,082,511 円（募金額の 50％還元） 

           ふれあい活動資金        816,501円（募金額の 10％還元） 

在宅療養高齢者及び同介護者見舞   1,438,800 円（544 名）  

被災者見舞金 (火災 3件、水害 18件)  166,000 円 

クラブ活動助成費（備品購入助成）   238,828 円 

 

②  在宅療養高齢者および同介護者の実態調査 

     老人家庭相談員が、友愛訪問活動の中で実施（７月） 

・在宅療養高齢者および同介護者    ５４４名 

・見舞品の配布（１１月） 

 

  ③ ふれあいサロンの実施 

     各地区老連、単位クラブにおいて、誰もが気軽に参加できるサロンを実施した。 

 

２ お年寄りふれあい訪問事業 
①  老人家庭相談員研修会（市町老連へ委託） 

・県老連から情報提供  「老人家庭相談員の手引き」 

・実施内容  別表３のとおり・・・１１ページ 

      

② 友愛訪問活動 

      ・老人家庭相談員がコロナ禍の中、在宅寝たきり・一人暮らし高齢者宅へ電話などを活

用し「よき話し相手」になるとともに、民生委員、地域包括センター等と連携して、日

常生活に関する相談など高齢者同士が支え合う活動を実施した。 

 
３ 老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン事業 

    高齢者を狙う悪質業者や振り込め詐欺等の被害を未然に防止するため、関係機関・団体

と連携した被害防止活動の展開、組織内外における広報活動を実施した。 

 

 

 

 



Ⅲ 老人クラブ育成指導推進事業 
   

高齢者の資質の向上と、老人クラブの活性化を図るためのリーダー養成を目的として 
研修会を開催した。 

  

１ 老人クラブ指導者研修開催事業 
市町老連が、単位クラブのリーダー等に対して実施した、老人クラブの組織・運営や高 

   齢者の福祉事業等についての研修会開催事業に助成した。 

 

  ・実施内容   別表４のとおり・・・１２ページ 

 
２ 女性リーダーセミナー開催事業 

・開催日  令和３年７月２９日（木） 
   ・場 所  福井県社会福祉センター 第１・２研修室 
   ・参加者  各市町老連女性リーダー  ２８名 

    ・内 容   
事例発表  「コロナ禍における市老連の活動について」  

              鯖江市老人クラブ連合会副会長 歸山 美智栄氏 
      講  義  「ウィズコロナの中で今こそ老人クラブの魅力を広げよう！ 
             ～あなたが主役！あなたの笑顔とやさしさがいちばん！～」 

ワークショップ「コロナに負けない！『新しい活動スタイル』を見つけよう！」 
      夢みらい館・さばえ 館長 奥 谷  崇氏  

 

３ 市町老連若手会員情報・意見交換会 
 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催中止】 

 
４ 福井県老人クラブ大会事業（第４８回大会） 

    新型コロナウイルス感染症拡大防止と参加者の安全確保を最優先に開催を中止し、 

   表彰は各市町老連を通じ授与した。 

・表    彰   知事感謝状                      １４名 

県老連会長表彰 育成指導功労     ２７名 

〃    優良老人クラブ    ６団体 

     〃    会員増強運動 (１０名以上純増)     ６団体 

   〃    会員増強運動 (５名～９名純増)   ２０団体 

             全老連会長表彰 活動賞            １団体 

 

 
 
 



５ 全老連等研修会参加事業 
① 東海・北陸ブロック老人クラブリーダー研修会 
  三重県で開催予定の研修会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と参加者の安全確

保を最優先に開催を中止し、活動事例集を作成した。 

                     

② 全国老人クラブ大会参加事業 
香川県で開催予定の全国大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と参加者の安全

確保を最優先に無観客で開催し、全老連会長表彰は各市町老連を通じ授与するととも

に、大会宣言関係各方面の配布をもって採択とした。 

           

・全老連会長表彰（福井県関係） 
育成功労              越前市  八十島 幸雄 氏         

〃            越前町  池上 栄一郎 氏  

             優良老人クラブ          越前町  道口福寿会    

            優良老人クラブ連合会  敦賀市  東浦老人クラブ協議会 

             

 
 
Ⅳ 会員増強・クラブ活性化事業 

 
 １ 会員増強への取り組み 

老人クラブの組織基盤となる今後の会員増強に向け運動方針を決め、行政・関係機関と

連携した取り組み、解散・休会クラブの防止や新規クラブ立ち上げなどに取り組んだ。 
    （対前年度結果） 

・クラブ数  ▲３４クラブ  （1,004 クラブ→970 クラブ） 

・会員数   ▲２，９６４人  （49,526 人→46,562 人） 

 
 
２ 会員純増クラブ・市町老連表彰 

    県老連会長表彰として、会員純(5 名以上)クラブに対し各市町老連を通じ授与した。   

・会員増強運動県老連会長表彰 ２６団体    

        
 
３ 活動賞優良老人クラブ表彰 

     全老連会長表彰として、各市町老連を通じ授与した。  

・全老連会長表彰       １団体 越前市   堀川いきいきシニアクラブ 

 

                    

 

 



Ⅴ 広報活動推進事業 

  
１ 機関紙「福井県老連」の発行  年２回 １１，４００部 
２ ホームページの活用 

   機関紙「福井県老連」を閲覧できるようにするとともに、県老連および市町老連の活動状 

況や各種情報を発信した。 

 

 

Ⅵ 全国運動・全国共通目標の取り組み 

  
１ 「老人の日・老人週間」の取り組み 

    「 全国三大運動（健康・友愛・奉仕）の取り組みを中心として、高齢者の意欲と姿勢を地 

域社会に示す」という「老人の日・老人週間」の趣旨の周知と運動を呼びかけた。  

・老人の日 9月 15 日  老人週間 9 月 15日～21 日 

 

 ２ 全国一斉「社会奉仕の日」の取り組み 
    9 月 20 日の「社会奉仕の日」の取り組みとして、公共施設や道路の清掃・美化・花壇づく 

り、高齢者施設におけるボランティア、地域（子ども）見守りパトロール活動等を実施した。 

・実施主体  市町老連および単位クラブ 

 

 ３ 老人クラブ傷害保険の加入促進 
     活動中や日常生活の事故に備えた「老人クラブ傷害保険」、活動中の賠償を伴う事故に備 

えた「賠償責任保険」の普及を図った。 

     
４  老人クラブ会員章の普及 

     会員の連帯意識を高めるため、全老連創立６０周年に併せ会員章の普及を図った。 

・会員章（６０周年記念）    ２２個    

・活動資金（県老連）   ７，０００円  

 
 
Ⅶ 法人運営 

役員会等の開催 

① 理事会       

会議名 日時および場所 内          容 

 

 
第１回 

 
 
 
 

 

3 年 5 月 13 日 

社会福祉センター 

 

 

・令和２年度事業報告および計算書類等について 

・令和２年度公益目的支出計画実施報告書について 

・事務局長の選任について 

・評議員候補者、理事、監事候補者の推薦について 

・評議員会の開催日時及び場所並びに目的である事項について 



 
第２回 

3 年 5 月 27 日 

社会福祉センター 

・会長、副会長および常務理事の選任について 

・部会委員の選任について 

第３回 
4 年 1 月 14 日 

社会福祉センター 

・令和４年度事業実施および予算編成方針について 

・令和４年度の主な事業（案）について 

・第 49 回(令和 4年度)および第 50 回(令和 5年度)県老人クラ

ブ大会の開催地について 

第４回 
4 年 3 月 10 日 

社会福祉センター 

・令和 4年度事業計画(案)について 

・令和 4年度収支予算(案)について 

・基本財産の取り崩しについて 

・友愛募金運営規程、表彰規程の変更について 

・評議員会の開催日時及び場所並びに目的である事項について 

 

② 評議員会 

会議名 日時および場所 内          容   

第 1 回 
（定時） 

3 年 5 月 27 日 

社会福祉センター 

・令和 2年度事業報告および計算書類について 

・令和 2年度公益目的支出計画実施報告書について 

・事務局長の選任について 

・評議員、理事、監事の選任について 

 

第 2 回 

 
 

4 年 3 月 1７日 

社会福祉センター 

・令和 4年度事業計画(案)について 

・令和 4年度収支予算(案)について 

・基本財産取り崩しについて 

・友愛募金運営規程、表彰規程の変更について 

 

③  監事会      

日時および場所 内          容 
 

3 年 5 月 13 日 

社会福祉センター 

・令和 2年度事業報告等の監査 

・令和 2年度計算書類、付属明細書、財産目録の監査 

・令和 2年度公益目的支出計画実施報告書の監査 

 

④ 女性委員会  

日時および場所 内          容 
 

3 年 5 月 11 日 

社会福祉センター 

・委嘱状の交付 

・役員の選任について 

・第２５回女性リーダーセミナーの内容について 

・市町老連におけるコロナ禍での活動状況について 

 

 



 

⑤ 表彰選考委員会    

日時および場所 内          容 

3 年 6 月 3 日 

社会福祉センター 

・全老連会長表彰(育成・クラブ)の選考について 

・活動賞の選考について 

3 年 9 月 2 日 

社会福祉センター 
・県老連会長表彰の選考について 

 

⑥  友愛募金運営委員会  

日時および場所 内          容 

 

 

3 年 10 月 1 日 

 

社会福祉センター 

(報告) 

・在宅療養高齢者実態調査結果 

・友愛募金の収入状況および年次推移 

・市町別友愛募金配分状況 

・ふれあい活動還元金使用 

・令和３年度友愛募金事業の実施状況 

(協議)  

・在宅高齢者等見舞品(案)について 

・クラブ活動助成費の増額について 

 

⑦  事務担当者連絡会議 

日時および場所 内          容 

3 年 6 月 22 日 

社会福祉センター 

・令和３年度県老連主要事業について 

・補助金関連事業について 

 

⑧  予算連絡会議 

日時および場所 内          容 
 

4 年 2 月１８日 

社会福祉センター 

 

・令和４年度事業実施および予算編成方針について 

・令和４年度新規事業について（県担当者） 

・令和４年度主要事業・予算概要について 

・会員増強に向けた新たな取り組みについて 

 

⑨ 全老連および東海・北陸ブロック会議 

 （全老連）  

令和３年 ９月１３日 (リモート会議)      事務局長・活動推進員合同会議      

  令和４年 ２月 ２日（開催中止)           代表者会議         

 （東海・北陸ブロック） 

令和３年 ７月１３日 (リモート会議)     事務局長会議（富山県）         

令和４年 ２月２４日（リモート会議）    会長・女性代表者会議（福井県） 



市町老連 開催日 開催地区及びクラブ名 内容 参加人数
ラジオ体
操講座

1 10月7日、1月15日 日新地区
ラジオ体操の効用と実技、講演会「福井が誇る大マジシャン松旭斎天一」
健康落語「一笑健康」

85 〇

2 9月29日、12月3日 日之出地区
高齢者の生活落語「奥様は詐欺師」
「健康体操」ラジオ体操の効用と実技指導～転倒予防と介護予防体操～

52 〇

3 6月20日～12月22日 豊地区
いきいき健康体操・ラジオ体操講座、いきいき百歳体操、
ウォーキング講座　八幡山、中央公園、瑞源禅寺、東郷槙山　4回
交通安全教室、

146 〇

4 6月～11月 社地区 ウォーキング講座　5回 80

5 11月20日 松本地区 「免疫力アップ講座」、ラジオ体操の実指導 35 〇

6
7月23・28日、
12月3・23日

越廼地区
ラジオ体操指導、神仏習合の世を知る
ポイントゼロ整備

70 〇

7 11月4日 清水地区
高齢者の危険運転の特徴について、健康体操「あたまとカラダを動かそう」
及びラジオ体操

70 〇

8 9月22日 東安居地区 コロナ感染防止のため中止

9 9月28日 岡保地区 コロナ感染防止のため中止

10 10月 河合地区 コロナ感染防止のため中止

1
6月16日、7月16日

9月28日
西地区
　老人クラブ連合会

地域交流ウォーキング　3回　西公民館～松原公園等 124

2 7月7日、2月9日
東浦地区
　老人クラブ協議会

コロナ感染予防について、落語『特殊詐欺防止について』、
健康づくり・ニュースポーツ講座

75 〇

3 11月25日 東郷地区老人クラブ 交通安全教室、そば打ち教室（クラブ会員指導） 47

小浜市 1 受託せず

1 6月12日～11月13日 大野地区大野長生会 地域交流ウォーキング　5回　（うち2回　ノルディックウォーク体験会） 128

2 10月12,26日 上庄地区上庄長生会 健康体操 45

3 7月15日 阪谷地区福寿会 公式ワナゲ講習会（クラブ会員指導） 23

4 11月25日 乾側地区長寿会 フレイル予防教室（フレイルチェック） 11

5 11月11・16日 小山地区小山福寿会 高齢者の生きがいについての法話 26

勝山市 1 9月11日、11月11日 勝山地区
①古典芸能を楽しみましょう　新内節「滝の白糸」
②相続税、マイナンバーカードの推進について
③誰でもできるタップダンス

129

1 10月21日、11月18日 鯖江地区 SDGｓ推進と鯖江市の取り組み、コロナ禍でのフレイル対策 74

2 12月7日 神明地区 健康体操と体験談 42

3 6月17日 立待地区 全身を使って脳トレ講座、音楽に合わせて楽しくリフレッシュ！ 83

4 11月14日 吉川地区 講和「高齢者とテレビ」 31

5 8月3日 新横江地区 高齢者の交通安全対策について（シートベルトの重要性の体験） 39

6
9月27日、10月25日

11月22日
中河地区

介護と福祉について（認知症や福祉用具の正しい理解）
口腔講座（歯についての話、入れ歯の手入れなど）、
健康体操（手足関節の柔軟）

78

7 10月3日、10月10日 片上地区 剪定教室（クラブ会員指導）、交通安全及び詐欺について 50

8 豊地区 コロナ禍のため中止

9 北中山地区 コロナ禍のため中止

　　　　　　　　令和３年度　高齢者生きがい・健康講座　実績報告 　　　　　　　　　　（別表１）

福井市

敦賀市

大野市

鯖江市



市町老連 開催日 開催地区及びクラブ名 内容 参加人数
ラジオ体
操講座

1 11月18日 北潟地区 交通安全教室 23

2 11月19日 新郷地区 こころの健康講座（朗読劇） 29

3 12月8日 金津第8老人クラブ 吹き矢体験と民話の語り・音楽を楽しむ 16

4 12月9日 あわら市 健康講座（脳活性化体操、コロナとの付き合い方） 128

5 12月10日 波松地区 こころの健康講座（オカリナ鑑賞と伝承料理（波松甘塩作り）教室） 30

1 7～10月 西地区 ウォーキング講座「一緒に歩きましょう」　市体育館⇔式部公園　3回 119

2 6～10月 国高地区 ウォーキング講座 越前たけふ駅往復、八幡神社、村国公園、村国山等 5回 214

3 5～11月 坂口地区 ウォーキング講座　大阪山、越前陶芸村、矢良巣岳、無線中継所　4回 79

4 6～11月 岡本地区 フレイル勉強会　2回、筆ペン教室　2回、ウォーキング　1回 160

1 11月19日 さかい青空クラブ連合会 正しいラジオ体操を学ぶ 47 〇

2
4月14日、6月1日、
9月8日、10月12日

三国なごやかクラブ グラウンドゴルフ、公式ワナゲ、マレットゴルフ、スティックリング体験講座 86

3 6月18日
春江
   さわやかクラブ連合会

みんなで笑って免疫UP！楽しい健康体操（ラジオ体操、フレイル予防体操）
マスク生活と熱中症

51 〇

4 12月9日
古城
   すこやかクラブ連合会

丸岡城周辺整備について 80

1 10月4日～25日
東古市・法寺岡
　 永寿クラブ

地域交流健康ウォーキング　法寺岡区内　3回 41

2 7月12日～11月15日 芝原元気クラブ 地域交流健康ウォーキング　芝原・春日・松ヶ原地区　7回 71

3 10月8日～11月5日 谷口健康長寿クラブ
地域交流健康ウォーキング
  谷口区内（中部縦貫自動車道側道周回コース）　5回

56

4 6月11日～10月17日 神明あかね会
地域交流健康ウォーキング
　松岡新明～福井市中之郷町（県　内水面センター）　11回

155

池田町 1 7月13日、12月3日 池田町 ラジオ体操講座、「現場でトーク」『知って安心！お薬の話』 73 〇

南越前町 1 受託せず

越前町 1 受託せず

1 5月～10月 菅浜老人クラブ 地域交流健康ウォーキング　（17回） 240

2 7月6日 災害・コロナ対策　新聞紙スリッパとマスクケース作り 15

3 10月5日 救急・防災講習会 28

4 中止 高齢者交通安全講習会

5 中止 「クリスマスリースつくり」、ハーブティーでリラックス効果（認知症予防）

1 9月21日 つまみ細工作り 18

2 9月～11月 地域交流ウォーキング　6回 142

3 10月12日 ラジオ体操の実技と効能 18 〇

4 12月17日 しめ縄教室 20

5 12月21日 お正月飾り教室 26

おおい町 1
6月16日、10月21日
11月12日、11月25日

おおい・名田庄地区
ラジオ体操とスティックリング体験会、手芸教室と「限定運転」について
フレイル予防と投資詐欺について、手芸教室と「送り付け詐欺」について

104 〇

若狭町 1 11月26日、12月15日 若狭町
第1回　フレイル予防・こけない体づくり講座及びおうちでできる健康体操
第2回　フレイル予防・食べる力がフレイルを防ぐ講座及び
　　　　　癒しのウクレレコンサート

80

合計 3,692

高浜町 高浜町

あわら市

越前市

坂井市

永平寺町

美浜町
美浜町



市町名 開催年月日 会　　　場 参加人数 内　　　　容

3.10.28 スポーツ公園 192 グラウンド・ゴルフ大会

3.12.1 福井市体育館 160 スティックリング大会

（中止） 敦賀市総合運動公園 ペタンク大会

3.9.16 敦賀市総合運動公園 300 グラウンドゴルフ大会

（中止） 敦賀市立体育館 スティックリング大会

（中止） 　　　　〃 フロアカーリング大会

小浜市

大野市

勝山市 3.10.7 勝山市体育館 281 スポーツ大会

3.11.7 惜陰小学校講堂 60 公式ワナゲ大会

（中止） 神明公民館 公式ワナゲ大会

3.10.24 立待公民館講堂 130 スポーツ大会（ワナゲ・ボッチャ・スティックリング）

（中止） 吉川公民館 体育大会

（中止） 豊公民館 スポーツ大会

3.4.20 鯖江市陸上競技場 44 グラウンドゴルフ大会

（中止） 新横江体育館 公式ワナゲ大会

（中止） 　　〃 運動会

3.10.25 中河公民館体育館 36 ちょこっと運動会（ラダーゲッター）

3.10.30 片上公民館体育館 70 スポーツ大会

（中止） 北中山公民館 スポーツ大会

3.6.25 金津B＆G海洋センター 38 公式ワナゲ大会

3.8.18 笹岡よねつかん 20 グラウンドゴルフ大会

3.7.8 本荘春日神社 28 グラウンドゴルフ大会

3.12.14 本荘公民館 34 公式ワナゲ大会、スティックリング大会

3.10.22 農業者トレーニングセンター 29 公式ワナゲ大会、スカットボール大会

3.10.18 中浜春日神社境内、中浜公民館広場 20 グラウンドゴルフ大会

3.10.15 北潟公民館 33 公式ワナゲ大会、スカットボール大会

3.12.10 波松公民館 30 公式ワナゲ大会

越前市 3.10.27 越前市体育館 180 公式ワナゲ大会

3.6.16 丸岡竹田地区 182 健康ウォーキング大会

3.9.27 坂井体育館 103 公式ワナゲ大会

3.9.22 九頭竜浄化センターGG 90 グラウンドゴルフ大会

（中止） 春江体育館 春江さわやか連スポーツ大会

（中止） 坂井屋内スポーツセンター さかい青空スポーツ大会

（中止） 丸岡体育館 古城すこやかスポーツ大会

永平寺町

3.5.13 菅生グラウンド グラウンドゴルフ大会

3.10.14 　　　〃 　　　　〃

3.6.3 シルバーセンター ワナゲ大会

3.10.7 　　　〃 　　〃

3.6.17 水海分校 スティックリング大会

3.11.18 　　　〃 　　　　〃

3.6.24 わいわいどーむ ゲートボール大会

3.10.28 　　　〃 　　　　〃

3.6.8 今庄ウォーターパーク 40 グラウンドゴルフ大会

3.6.15 レインボーパーク南条 32 マレットゴルフ大会

3.6.25 ホノケグラウンド 15 ペタンク大会

（中止） 河野事務所 公式ワナゲ大会

越前町

美浜町

高浜町

おおい町

若狭町 3.11.13 熊川小学校体育館 42 スポーツ大会

2,366

あわら市

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止

南越前町

受託せず

受託せず

受託せず

計

坂井市

池田町

60

46

25

46

　　　　　　　　　令和３年度　高齢者スポーツ振興事業　実績報告書　　　　　　　　（別表２）

福井市

敦賀市

受託せず

受託せず

鯖江市



相談員 相談員以外 合計

福井市 6月14日 フェニックスプラザ
基礎研修「老人家庭相談員の業務について」
提出書類の書き方、訪問の仕方等

1 124 124

敦賀市

5月27日
延期

↓
7月2日

敦賀市福祉総合センター
　あいあいプラザ

1　委嘱状の交付
2　老人家庭相談員の業務について
　　　市老連　丸山副会長
3　「認知症　ほっとけんまち敦賀」の取り組みについて
　　　市長寿福祉課　保険師　石丸絢子、主査　澤　香織

1 100 100

小浜市 地区で小規模開催 0

大野市

6月11日

12月7日

令和4年2
月

結とぴあ

新任家庭相談員研修会

老人家庭相談員研修会
・ケアビクス体操
・講演「足からよみとるあなたの体調」
・記録用紙の書き方の説明

記録用紙提出の案内

2 80 80

勝山市 7月15日
勝山市教育会館3階
第1研修室

家庭訪問時の接客方法及び話し方について
家庭相談員の手引き(活動書類の記入方法について)

1 31 31

鯖江市 7月15日
嚮陽会館
多目的ホール

「家庭相談員の手引き」の説明
講演
 「みんなで支え合う 生涯青春のまち さばえを目指して」
グループディスカッション

1 61 2 63

あわら市 7月15日 JA福井県　芦原会館
①老人家庭相談員活動記録の書き方について
②講義『コミュニケーションについて』

1 35 35

越前市 6月28日 市民プラザ４階
「見守り活動について」
老人家庭相談員としての基礎講習（手引き使用）
フレイル予防「虚弱予防に関する大切さ」  午前、午後各1回

2 126 18 144

坂井市
5月20、

21、24、27
日

坂井市内コミュニティセンター
4地区にて開催

相談員の手引きに沿って説明、質疑応答
「コロナに負けず、地域で元気に暮らすには」（仮）
坂井包括支援センターからのお知らせ         各地区1回

4 64 64

永平寺町 7月21日 永平寺開発センター
認知症サポーター養成講座
家庭相談員の役割、意義、訪問時の対応の研修

1 32 32

池田町
8月26日
9月22日

池田町シルバーセンター

ほっとぷらざ

相談員の手引きを利用した勉強会
コミュニケーションスキルアップ講座
　　　　　　　　　　（傾聴力のスキルアップ等）
認知症への理解

2 16 8 24

南越前町 8月20日 河野事務所
老人家庭相談員について
ラジオ体操と家庭でできる簡単体操

1 23 1 24

越前町 11月16日
町学習センター
カメリアホール

老人家庭相談員について
（マニュアルに沿って説明）
住民の住民によるフレイル予防について　講義と実技

1 49 46 95

美浜町
4月20日

↓
6月17日

保険福祉センター　はあとぴあ
・「災害に備えて！！」
・牛乳パックで作る災害用笛つくり
・基礎研修（提出書類の書き方、訪問の仕方）

1 22 22

高浜町 3月24日 瑞祥苑 コロナウィルス感染防止のため中止 0

おおい町
5月20日、
7月26日

里山文化交流センター

・「相談員の手引き」に沿った業務内容、
　見守り・声かけのポイント、書類等の書き方の説明
・地域包括支援センターの役割や見守りのポイント及び
　民生委員との連携について

2 44 13 57

若狭町
8月18日
8月19日

パレア若狭（上中地域）
リブラ若狭（三方地域）

コロナウィルス感染防止のため中止 0

合計 21 807 88 895

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度 老人家庭相談員研修会　実績報告　　　　　　　　（別表３）

市町名 開催日 実施場所 研修会内容 回数
参加人数（延べ）



市町名 開催月日 名　　　　称 開催日数参加人数 研　修　内　容

5月21日
単位老人クラブ新任会長・新任会計
担当者研修会

1日 81
あじさい元気クラブの概要と組織について
会計事務について

10月26日 女性指導者研修会 1日 82
女性指導者のあり方について
手作り品作成「アロマ香る癒しの帽子」

9月～11月 12ﾌﾞﾛｯｸ別ﾘｰﾀﾞｰ研修会 10日 246 話し合い

6月28日 単位クラブリーダー研修会 半日 100 老人クラブの運営方法

6月18日 第1回若手リーダー研修会 半日 75 粟野地区史跡巡り

７月中 単位クラブ会長との意見交換会
9地区に
わけて
開催

140 単位クラブ会長とクラブ運営の意見交換及び運営指導

8月 第1回女性部研修会 中止

10月15日 第2回若手リーダー研修会 半日 70 松原地区史跡巡り

12月15日 第2回女性部研修会 半日 120 健康講座　及び　スティックリング

小浜市 指導者研修会 今年度実施せず

大野市 8月4日 単位クラブ長ﾘｰﾀﾞｰ研修会 半日 55
・講演「第6次大野市総合計画について」
・「組織活動は健康長寿の秘訣」の説明

勝山市 7月30日 指導者研修会 1日
県内産業の景気動向、新型コロナ対策について、
リーダー必携

鯖江市 11月19日 リーダー研修会 1日 83
講演「老人クラブの魅力とは」
　～老人クラブの灯と友愛の絆を広げよう！～
健康講座及び実技

あわら市 10月21日 指導者研修 1日 65
①講演「行政の高齢者福祉事業について」
②活動紹介「単位クラブ活動」
③健康講座「自分の健康づくりについて考えよう」

7月30日 リーダー研修会 1日 130

『越前市の発展について』
『私たちを取り巻く状況・組織』
事例発表「単位クラブ設立」　国一さくら会
認知予防「どこシル伝言板」
災害予防「防災で役立つ実践～ゴミ袋を使って～」

7月14日
11月8日

女性委員会 2日 40
「女性部委員会の役割について」
「いつまでも元気でいるために」

坂井市 7月7日 坂井市シニアクラブ連合会リーダー研修会 1日 17

①単位クラブについて　リーダー必携に沿っての説明
②事例発表
     清永あおぞらクラブ（坂井）、第1明老会クラブ（三国）
　　質疑応答・情報交換・グループ討議
③消費生活モニター研修会

永平寺町 11月26日
永平寺町健康長寿クラブ連合会
指導者研修会

1日 72

①講演会「ゆずり葉の会　活動報告」
②交通安全、振り込め詐欺予防啓発
③町からの報告
　    健康長寿3年日記の効果及び募集受付

6月1日 1日 37 レクリエーションスキルアップ講座

11月8日 1日 36 救急救命講習

南越前町 10月12日 老人クラブ指導者研修会 1日 32
・「健康づくりと地域支え合い」DVD
・ラジオ体操と家庭でできる簡単体操

越前町 11月8日 リーダー研修会 1日 95 交通安全、詐欺被害・防犯講座

美浜町 7月27日 老人クラブ指導者研修会 1日 63
講演会「コロナに負けない身体づくり」
今後の活動について

7月20，
26，30日

リーダー研修会 3日 71 老人クラブの概要と組織説明（3地区に分かれて実施）

8月31日 女性リーダーセミナー 1日 20
魅力ある老人クラブにするための意見交換会
慰問品作り（リバーシブルティッシュカバー作り）

リーダー研修会 新型コロナウィルス感染拡大予防のため中止

女性リーダーセミナー 新型コロナウィルス感染拡大予防のため中止

若狭町 指導者研修会 新型コロナウィルス感染拡大予防のため中止

合計 1,730

高浜町

おおい町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　指導者研修事業実績報告書　　　　　　　（別表４）

福井市

敦賀市

越前市

池田町 指導者研修会
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