
第１号議案

4 2

4 23 中央公民館

5 21

7 2

7 15

7 21 ハートピア京都

7 29

7

9 15

10 15 ホテルルビノ京都堀川

11 1

12 3 ホテルルビノ京都堀川

12 市民ホール

R４ 1

2

長岡京音頭同好会　　　(毎月1回）

いきいき交通安全教室交通政策課共同

同好会・サークル（やすらぎクラブ長岡京）

文化関係

あすなろ編物　　　　　（毎月2回）

大正琴椿クラブ　　　　（毎月2回）

教養講座

情報誌「やすらぎ」　６２号発刊

乙老協研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　中止

切り絵サークル　　　　（毎月2回）

手まりサークル　　　　（毎月2回）

歌謡曲研究会　　　　（毎月1回）

はなすみれ歌の会　  　（毎月2回）

年間

パソコンクラブ　　　（毎月2回）

年間

こらさ

令和3年度やすらぎクラブ長岡京事業報告　　　　　　　

実施月日 行　事　内　容

みずえ会（水彩画）　（毎月2回）

備　　　考

監査

8月20日、9月4日自治会へ老人会の入会説明会実施

府老連若手委員会設立10周年　　　　　　　　　　　5名

「秋の懇親1泊旅行」　　　　　　　　　　　　　　中止

   担当部名       (　　総　務　部　　　　　）

第1回同好会連絡会議　　　　　　　　　　　　　　 　 こらさ

「老人の日」及び「 老人週間」会員募集                              　50名　　　　　　　　　　　　

「社会奉仕の日」

交流発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止

第1回令和3年度理事会

新規入会希望者むけチラシ配布予定　　　　　　　　中止

情報誌「やすらぎ」６１号発刊

単位クラブ会長管外研修　　　　　　　　　　　　　中止

府老連第42回京都府老人クラブ大会　　　　　　　　4名

市町村リーダー研修会　　　　　　　　　　　　　　4名

シニア大学運営支援（11月20日入校式、3月16日修了式）

体育関係

エ-デルワイスフォ⁻クダンス（毎月2回） 歩こう会　　　　　　（毎月1回）

太極拳サークル　　　　（毎月2回） クロリテイー　　　　（毎月2回）

GGCグラウンドゴルフ 　（毎週2回） ゲートボール　　　　　（毎日）

ペタビンゴ　　　　　　（月1～2回） 公式ワナゲ　　　　（月１∼2回）

ポールウォーキング　　（奇数月1回）

「市長との対話」   書面提出　　　　　　　　　　　　　　



備　　　　考

推進支援

こらさ

備　　考

4 9 市内

市内

7 13 こらさ

10 12 第6小学校

10 13 市内

10 23 イズミヤ店頭

10 29 長法寺小学校

11 1 こらさ

11 1 ウエス作業＆木製プランター作り　　　　　　　　　　6名 こらさ

11 7 小泉川

11 24 こらさ

11 29 こらさ

12 12 西友店頭

R2⁻3 5

3 各保育所前

小学校自転車交通安全教室　　　　　　　　　　　　　3名

赤い羽根街頭共同募金　　22,202円　　　　　　　　　　19名

小泉川流域クリーンキャンペーン実施　　　　　　　38名

共同募金「歳末助け合い運動」募金　26,578円　　　21名

市立保育所園児と花苗植え交流（3/９開田・3/14新田)30名

随　時

　　　　　　担当部名　 　　(社　会　奉　仕　部)

２）「単位クラブ元気度チェック」の実施

友愛アンケートのまとめ及び内容調査発表

４）シニア大学活動への支援　　

　　　　　　担当部名　　　( 組 織 活 性 部 )

 実施月日 　　　　　　　　　　行　事　内　容

１）中学校区別単位クラブ会長（リーダー）会議

長中校区ブロック会議(4/、7/、9/､12/,）　4回×14名　50名

５）各部局への支援活動　　行事への参加協力　同好会への支援協力

・報告資料の代行支援　・定例事業の代行支援

・老人クラブのスローガンをもとに会員の意識改革の推進協議

・ブロック会議の進行・まとめを中心に会議進行

二中校区ブロック会議(10/,12/,3/,）　　　　3回×13名　30名

三中校区ブロック会議(4/,7/,10/,12/,3/,）5回×9名　　41名

四中校区ブロック会議(8/,10/,1/）　　　　　3回×14名　32名

ハンドサインウォーキング　　　　　　　　　　　　28名

第１回推進員会議＆ウエス作業　　　　　　　　　　20名

小学校自転車交通安全教室　　　　　　　　　　　　　2名

３）地域包括支援センターとの連携による支援活動

実施月日

ウエス作業＆木製プランター作り　　　　　 　　　　3名

第2回推進員会議＆ウエス作業＆木工作業　　　　　  20名

行　　　事　　　内　　　容

社会奉仕の日　長岡京市「こらさ」周辺の清掃活動　23名

4月14日～7月14日 生き生き交通安全教室　計3回　　　　　　　　　　　20名

市ハンドサインウォーキングに協力　　　　　　　　18名

「いきいき交通安全教室」の推進　　中止



備　　考

4

5

5 12

10 6 長岡公園GB場

10 17 西山体育館

10 22 こらさ

11 6 長岡公園GB場

12 11 神足小学校

2 25 きりしま苑

備　　考

中央公民館講座室

中央公民館講座室

中央公民館講座室

7 20 馬場自治会館

10 11 こらさ１F交流室

12

3

健康スポーツ部会

会長杯ペタビンゴ大会　　　　　　　　　　　　  　中止　　　　　　　　　　　　　　 

6月～7月

介護予防全体会③                     　 高齢介護課連携　　　　中止

健康づくり部会

随時

介護予防全体会②　　　　　　　　　　高齢介護課連携　　　　中止

介護予防リーダー研修会（運動実践・口腔機能向上）　　　中止

6月～７月

介護予防全体会①　　　　　　　　　　高齢介護課連携　　　　中止

　　　　　　担当部　　　（健康づくり部）

障がい者スポーツフェスティバル　　　　　　　　　中止　　　　　　　　　　　　　　　　

実施月日 行　　　事　　　内　　　容

健康づくり部員の会（今年度の取り組みについて）　　　　　　6名　

介護予防リーダー研修（フレイル予防について）高齢介護課と連携　　　　中止

健康づくり推進員会の会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２8名

随　時

6月～７月

6月～７月

9月～10月

介護予防リーダー研修会（栄養・認知症について）　　　　　中止　

介護予防リーダー研修会（転倒予防・ボランテイアについて）中止

会長杯グラウンドゴルフ大会　　　　　　　　　　　中止

乙老協関係行事　（今期は実施しない）

歩こう会（年間9回開催.参加者延242名）

会長杯公式ワナゲ大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　126名

会長杯ゲートボール大会　　　　　　　　　　　　　16名　　　

ポールウォーキング会（7，9，11，1，3,年間5回開催）参加者延71名

担当部名　　　（　健康スポーツ部　　）

実施月日 行　　　事　　　内　　　容

会長杯グラウンドゴルフ大会　　　　　　　　　　　107名

会長杯クロリテイー大会　　　　　　　　　　　　　46名　　 　　　　　　　　　　　　　　　 



備　　考

長岡京「こらさ」

R3   ６ 4 長岡京「こらさ」

7 長岡京「こらさ」

7 16 長岡京「こらさ」

7 30 長岡京「こらさ」

7

8 天神の杜

9 29

10 1 長岡京「こらさ」

10 8 長岡京「こらさ」

10

10

11 19 長岡京「こらさ」

12 7

12 18 長岡京「こらさ」

R４-1 21 長岡京「こらさ」

2 18 長岡京「こらさ」

2 25 長岡京「こらさ」

3 2 中央公民館

天神の杜

行　　　事　　　内　　　容実施月日

年　間

ひな祭り学習講演会・サークル発表会　　　　　　　　　　　　中止

半日講習会「鶏のキルト鍋つかみ」　　　　　　　　　　　　　　　9名　　　　　　　   

山城ブロック女性リーダー研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７名

障がい者スポーツフェスティバルに「クリップストラップ」　　　　　中止　   

山城ブロック女性リーダー研修会　　　　　　　　　　　　　　　延期　　　

半日講習会「ミニ葉ぼたんの寄せ植え」　　　　　　　　　　　　５２名

半日講習会「干支のちぎり絵　寅」　　　　　　　　　　　　　　　　９名

平和フォーラム「昔のくらしとおやつ作り」　　　　　　　　　　　　　　　中止

半日講習会「鶏のキルト鍋つかみ」　　　　　　　　　　　　　　　17名

随　時

天神の杜　夏祭り協力参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止　　　　　　　　

半日講習会「干支のちぎり絵　寅」　　　　　　　　　　　　　　　15名　　　　　　　　　　　　

高齢者団体発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止

年　間

新年の集い 「詩舞」「脳若返り体操」　　　　　　　　　　　　　　２６名　　　　　　　　　　　

半日講習会「クッキング帽」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止　　　　　　　　　　　　                   

　　　　担当部名　（　女　性　部　　）

女性部会　事業計画準備　反省　年間6回  　　　　　　　　 　48名

女性部委員総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止

第１２回女性部クロリティー大会　　　　　 　　　　　　　　　　　３１名　　　　　　　　　　　　 

半日講習会「クッキング帽」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止　　　　　　　　　　　　                   

天神の杜寄り添いボランティア　　　　　　　　　　　　　　　　　中止　　　　　　 

「やすらぎ」に活動報告　年２回掲載　　

管外研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止



備　　考

4 2 フロア②

１３ バンビオ、こらさ

4 8 フロア①

23 市民ホール

5 10 乙老協三役会議 乙訓保健所

23 乙訓保健所

6 10 和歌山

7 21 ハートピア京都

10 15 ホテルルビノ京都堀川

11 17 香川県

R4-１ 5

3 4 京都市

4 22 市民ホール

・プリンターの使用管理（カラー　10円、モノクロ　3円）

・役員会月１回　

・行政をはじめとする関係機関団体との連携

・各部が事業を行う為の連絡調整及び会計と庶務

  (1) 　フロアの使用に関する業務

(2) 　フロアの管理に関する業務

(3) 　その他　フロアの使用に関し必要と認める業務

(1) 　    　18団体

(2) 　　　 186件

(3)   　　1293名

山城ブロック市町村会長・役員研修会　　　　　　　　2名

正副会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　中止

・関係機関及び行事の案内、各種施設利用案内

観劇（１７名）南座、年間

乙老協総会　書面会議（本年度行事中止）

　　　　　　　　　担当部名　　　（　　会長・事務局　　　）

近畿ブロックリーダー研修会　　　　　　　　　　　中止

市町村老連リーダー研修会

シルバー活動交流フロア➀、②、➂、の利用状況（令和３年度）

使用許可登録団体（長岡京市在住・６０才以上・１０名以上）

年間利用件数

年間利用人数

会計監査

理事会議案書印刷と製本

役員会（理事会について）（議案書検討）

理事会（表彰・事業報告・計画・決算他）

実施月日

長岡京市立多世代交流ふれあいセンター(こらさ）内健康福祉に関するフロアの管理業務

シルバー活動交流フロア①・②・③の長岡京市からの下記受託業務

理事第1回理事会　　　　　　　　　　　　　

随　時

全国老人クラブ大会　　　　　　　　　　　　　　不参加

京都府老人クラブ大会　　　　　　　　　　　　　　　4名

行　　　事　　　内　　　容


