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老人クラブ認知度・イメージアップ

 的 

老人クラブは、

しました。昭和 38

が定められています。それから

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

参りました。しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

会員数とも平成

に広く老人クラブを認知してもらいイメージアップを図ることを

キャンペーン事業を実施します

 催         

        

事業内容 

募集内容 ： 

         

              

②募集方法 ： 

         

応募要件 ： 

  込 ： 

⑤応募期間 ： 

  用 ： 

  査 ： 

アイディア賞の贈呈

         

老人クラブ認知度・イメージアップ

老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主組織として、戦後、全国各地に誕生

38 年に施行された「老人福祉法」においてもその位置づけと公的補助

が定められています。それから

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

会員数とも平成 10 年をピークに減少して

に広く老人クラブを認知してもらいイメージアップを図ることを

キャンペーン事業を実施します

         

 公益財団法人

 １）老人クラブの認知度を高めるための方法

 ２）老人クラブのイメージアップを図る方法

              ※ 老人クラブの現状を参照

 本会機関紙「ぼちぼちかがわ」第

         また、本会ホームページ上において公募する。その他広報等利用。

 １８歳以上の者

 上記 1）又は

香川県老連へ

応募者は、
 

 平成 28 年

 応募に関する費用は申込者負担

 香川県老連が委嘱する審査員

者 1 名・老人クラブ

賞の贈呈 

         応募いただいたアイディアの中から入賞者

場合は抽選

入賞者への通知は

 

申
込
先 

老人クラブ認知度・イメージアップ

地域を基盤とする高齢者の自主組織として、戦後、全国各地に誕生

年に施行された「老人福祉法」においてもその位置づけと公的補助

が定められています。それから 60 年余り、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

年をピークに減少して

に広く老人クラブを認知してもらいイメージアップを図ることを

キャンペーン事業を実施します。 

          

公益財団法人 香川県老人クラブ連合会

１）老人クラブの認知度を高めるための方法

２）老人クラブのイメージアップを図る方法

老人クラブの現状を参照

本会機関紙「ぼちぼちかがわ」第

また、本会ホームページ上において公募する。その他広報等利用。

歳以上の者（老人クラブ会員・非会員は問わない

）又は 2）に関するアイディアを

県老連へ応募する。

応募者は、(〒住所、氏名、年齢、電話番号

年 7 月 1 日～平成

応募に関する費用は申込者負担

香川県老連が委嘱する審査員

名・老人クラブ

応募いただいたアイディアの中から入賞者

抽選を行う）賞品

入賞者への通知は賞

〒760-0017

         

 ホームページ

老人クラブ認知度・イメージアップ

地域を基盤とする高齢者の自主組織として、戦後、全国各地に誕生

年に施行された「老人福祉法」においてもその位置づけと公的補助

年余り、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

年をピークに減少しています。その現状を打破するため、世間一般

に広く老人クラブを認知してもらいイメージアップを図ることを

 

香川県老人クラブ連合会

１）老人クラブの認知度を高めるための方法

２）老人クラブのイメージアップを図る方法

老人クラブの現状を参照。

本会機関紙「ぼちぼちかがわ」第

また、本会ホームページ上において公募する。その他広報等利用。

老人クラブ会員・非会員は問わない

）に関するアイディアを

応募する。FAX

〒住所、氏名、年齢、電話番号

日～平成 28

応募に関する費用は申込者負担

香川県老連が委嘱する審査員

名・老人クラブ 1 名）によるアイディアの審査を行う。

応募いただいたアイディアの中から入賞者

を行う）賞品(5000

賞品の発送をもって代えるものとする。

0017 香川県高松市番町

（公財）

電話 087

         E ﾒｰﾙ 

ホームページ ：  

老人クラブ認知度・イメージアップキャンペーン

地域を基盤とする高齢者の自主組織として、戦後、全国各地に誕生

年に施行された「老人福祉法」においてもその位置づけと公的補助

年余り、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

ます。その現状を打破するため、世間一般

に広く老人クラブを認知してもらいイメージアップを図ることを

香川県老人クラブ連合会

１）老人クラブの認知度を高めるための方法

２）老人クラブのイメージアップを図る方法

。名称変更に関する方法は除くこととする

本会機関紙「ぼちぼちかがわ」第 70 号（平成

また、本会ホームページ上において公募する。その他広報等利用。

老人クラブ会員・非会員は問わない

）に関するアイディアを

FAX、E メールも可。

〒住所、氏名、年齢、電話番号

8 年 9 月末日まで

応募に関する費用は申込者負担 

香川県老連が委嘱する審査員 3 名（学識経験者

名）によるアイディアの審査を行う。

応募いただいたアイディアの中から入賞者

000 円相当商品券

発送をもって代えるものとする。

香川県高松市番町

（公財） 香川県老人クラブ連合会

087-832-7833

 : kagawaro@lime.ocn.ne.jp

 検索 ぼちぼちクラブ香川

キャンペーン事業

地域を基盤とする高齢者の自主組織として、戦後、全国各地に誕生

年に施行された「老人福祉法」においてもその位置づけと公的補助

年余り、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

ます。その現状を打破するため、世間一般

に広く老人クラブを認知してもらいイメージアップを図ることを目的

香川県老人クラブ連合会  

１）老人クラブの認知度を高めるための方法 

２）老人クラブのイメージアップを図る方法 

変更に関する方法は除くこととする

号（平成 28 年

また、本会ホームページ上において公募する。その他広報等利用。

老人クラブ会員・非会員は問わない

ハガキ又は封書にて

メールも可。 

〒住所、氏名、年齢、電話番号)を必ず記載のこと。

日まで 

名（学識経験者 1 名・広告企業関係

名）によるアイディアの審査を行う。

応募いただいたアイディアの中から入賞者 10 名を決め、（同等案の

商品券)を翌年

発送をもって代えるものとする。

香川県高松市番町 1 丁目 10

香川県老人クラブ連合会

7833／FAX 

kagawaro@lime.ocn.ne.jp

ぼちぼちクラブ香川

事業実施要領

地域を基盤とする高齢者の自主組織として、戦後、全国各地に誕生

年に施行された「老人福祉法」においてもその位置づけと公的補助

年余り、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

ます。その現状を打破するため、世間一般

目的にアイディア募

変更に関する方法は除くこととする

年 7 月 1 日発行）、

また、本会ホームページ上において公募する。その他広報等利用。

老人クラブ会員・非会員は問わない） 

又は封書にて 

 

必ず記載のこと。

1 名・広告企業関係

名）によるアイディアの審査を行う。

名を決め、（同等案の

翌年 1 月頃贈呈

発送をもって代えるものとする。 

10 番 35 号  

香川県老人クラブ連合会 

 087-833-6780

kagawaro@lime.ocn.ne.jp 

ぼちぼちクラブ香川  

要領 

地域を基盤とする高齢者の自主組織として、戦後、全国各地に誕生

年に施行された「老人福祉法」においてもその位置づけと公的補助

年余り、高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを

すすめる活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする活動に取り組んで

しかしながら、高齢者人口は増加しているにも関わらず、老人クラブ数・

ます。その現状を打破するため、世間一般

アイディア募

変更に関する方法は除くこととする 

日発行）、 

また、本会ホームページ上において公募する。その他広報等利用。 

 

必ず記載のこと。 

名・広告企業関係

名）によるアイディアの審査を行う。 

名を決め、（同等案の

贈呈する。 

 

6780 



 

          単位老人クラブの平均的な姿 (全国調査から) 

 

会員 (男性 25 人・女性 42 人)        会長 (男性 85％・女性 15％) 

         70 歳未満 10 人             平均年齢 77 歳 
         70 歳代  31 人             会長歴   6 年 
         80 歳以上 26 人         副会長・班長など 平均 8 人 
 
 

活動場所 自治会集会所や公民館     年会費 8 割のクラブが 2000 円未満 
 

会員が集まる例会や総会 5 割強のクラブが年 4 回開催 

 

香川県老人クラブ連合会（8 市 9 町老人クラブ連合会） 単位クラブ数(1327) 会員数(73,176 人) 

 (香川県老人クラブリーダー研修会グループ協議から) 

単
位
ク
ラ
ブ
活
動 

健康づくり (ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ﾍﾟﾀﾝｸ、輪投げ、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ、ｳｫｰｷﾝｸﾞ、運動会、 

社交ダンス、料理教室、健康教室、ｼﾙﾊﾞｰﾀﾞﾝｽ、ｽﾄﾚｯﾁ体操、脳トレ、健康診断他) 

地域      (清掃奉仕、神社、墓地、公園等、小学校草刈、空き缶拾い、花壇の手入れ 

ボランティア  小学生の登下校見守り、交通安全立哨と見回り、安全パトロール） 

友愛活動  （訪問活動、ひとり暮らしの方の見守り、たまり場活動でのゲームや抽選会 

         誕生会、敬老会、施設訪問） 

親睦  （日帰り旅行、親睦会、誕生会、カラオケ、バス旅行、遠足、昼食会、茶話会） 

学習  （老人大学、趣味の会、高齢者学級、交通安全教室、詐欺防止講習） 

世代交流  （幼稚園小学校とのふれあい行事、伝承遊び） 

資金作り行事  （お祭に参画しバザーをして会費を捻出） 

               ※人気の行事は、グラウンドゴルフや日帰り旅行や食事会 

●入会を勧めに行くと老人という言い方が嫌だという→ 会員内でも老人クラブの名称を変え

て欲しいという希望多数。現在、県老連ではクラブに愛称を作ろうと広めている(香川県老連

の愛称は「ぼちぼちクラブ香川」) 

●70 歳位の方でも「まだ若い」からと入会を拒む→ 老人クラブは、概ね 60 歳から入会するこ

とが出来るが、65 歳からというところが大多数。それでも中にはクラブ内でも親の面倒を見

るからと 60 歳前に入会する方もいる。反対に親と一緒に活動したくないという方もいる。 

●活動に魅力が無いという→ 活動は上記表の通り行われているが、単位クラブによって差があ

る。単位クラブの集合体の地区老連も各活動を行っている。 

あるクラブでは、ふれあいサロンを若手組と、高齢組に分けてそれぞれのニーズに応えている。

また、あるクラブでは、若手ボランティア会員が認知症会員を各種行事に誘い出し一緒に活動

し見守りを続けている。いずれみんな同じ道を辿るのだからと。 

●老人クラブは何をしているか知らない→ 色々な活動をしていても知られていないので、各単

位クラブで広報をするよう進めている。毎月 1 回クラブニュースを発行しているクラブもある。 

●若いうちに入会すると役員をやらされるので嫌→ 役員のなり手不足により結果何年も同じ

人が会長職を務める結果に。また、会費を払ってまでお掃除とかボランティアしたくない人も。 

●特典が無いという→ 自分が健康で楽しく活動できることこそが特典、その場が老人クラブ。 

67 人 

老人クラブの現状 


