
行　事　名 場　所 内　　　　　容

【県老連】

○　監事監査 4.17 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成26年度事業執行状況及び決算

　・　定時 5.26 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　43人　・委任状提出　15人　計　58人　(会員数　58人）

・議長　　山根　古賀町老連会長

〔議事〕

○　平成26年度事業実施状況について

○　平成26年度決算及び監査報告について

○　役員の選任（案）について

○　定款の一部改正について

○　役員等の報酬及び費用に関する規程の一部改正について

○　報告事項

　・　臨時 9.18 （金） 吉塚合同庁舎 ・出席者　47人　・委任状提出　10人　計　57人　(会員数　58人）

・議長　　糸原大牟田市老連会長

[議事]

○役員の選任(案）について

　・ 第20回 4.22 (水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　15 人　

〔議題〕

○　平成26年度事業実施状況及び決算について

○　平成27年度事業方針及び予算について

○　役員の選任（案）について

○　第4回定時社員総会について

○　副会長の会長職務の代行順序について

　･ 第21回 5.26 (水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　14人

〔議題〕

○　委員会委員の選任（案）について

　・第22回 8.19 (水) ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　13人

〔議題〕

○　役員の選任（案）について

○　臨時総会の開催について

○　３万人会員増強運動に係る県老連会長表彰について

○　平成28年度九州ブロック老人クラブリーダー研修会について

○　諸行事について

　・第23回 9.18 (金） 吉塚合同庁舎 ・出席者　12人

〔議題〕

○　平成27年度福岡県老連会長表彰について

　・第24回 10.6 (木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　14人

[議題]

○　県老連連会長表彰規程の改正について

○　平成27年度福岡県ねんりんスポーツ・文化祭について

○　平成28年九州ブロック老人クラブリーダー研修会福岡大会参加者について

平成　27 年度　事業実施状況 (詳細）

○　理事会

期　日

○　社員総会
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

　・第25回 1.28 (木） 南風楼(島原市） ・出席者　14人

[議題]

○　平成27年度事業実施状況について

○　平成28年度会計予算の執行状況について

○　平成28年度県老連事業計画策定方針・予算編成方針について

○　平成28年度行事計画について

○　役員選任内規について

○　新役員等の推薦について

○　九州ブロック老人クラブリーダー研修会について

　・第26回 3.18 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成27年度事業実施状況について

○　平成27年度決算（見込み）について

○　平成28年度事業実施方針（案）について

○　平成28年度正味財産増減予算書(案）について

○　基本財産の一部取り崩しについて

○　九州ブロック研修会準備資金の取り崩しについて

○　第5回定時社員総会について

○　九州ブロック老人クラブリーダー研修会について

○　業務執行役員会 7.2 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　全老連会長表彰の推薦について

○　財産管理運用委員会 3.8 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　基本財産について

○　九州ブロック研修会準備資金の取り崩しについて

○　基本財産の一部取り崩しについて

　・ 第1回 6.3 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成27年度県老連健康推進事業実施計画について

○　第26回福岡県老人クラブグラウンド・ゴルフ大会開催要領（案）について

○　第26回福岡県老人クラブペタンク大会開催要領（案）について

○　第37回福岡県老人クラブゲートボール大会開催要領（案）について

○　平成27年度三大スポーツ大会開催準備地元打合せ会について

○　平成27年度老人クラブ体力測定講習会実施要領（案）について

　・ 第2回 8.28 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成27年度県老連三大ｽﾎﾟｰﾂ大会の役割分担について

○　平成27年度老人クラブ体力測定講習会の実施について

○　平成27年度「健康をすすめる運動」推進研修会開催要領（案）について

　・第3回 2.26 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成27年度事業実施状況報告について

○　平成28年度県老連健康推進事業実施計画（案）について

　・ 第1回 5.28 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　役員の選出

○　平成27年度事業

　・ 第2回 9.8 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成27年度事業について

　・第3回 3.4 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成27年度事業実施状況報告について

○　平成28年度事業計画(案）について

○　女性委員会

○　健康推進委員会
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

○　市町村老連 9.18 （金） 吉塚合同庁舎 ・出席者　47人

　　 会長会議 ○　全老連活動賞表彰

　　 　（仲間づくり活動部門）  ・八女市　八千代会老人クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　・志免町　光年会

　（ボランティア部門）　　　・八女市　北国武八寿会

○　全老連１００万人会員増強運動特別賞

　　（市町村老人クラブ連合会）　　・遠賀町老人クラブ連合会　　・水巻町老人クラブ連合会

　　（単位老人クラブ）　　　　　　　　・遠賀町中央区老人クラブ　　・八女市悠悠会

○　講演　「ロコモティブシンドロームの予防」　

　　　　　    福岡県保健医療介護部健康増進課技術主査　　　岩永　　薫

○　県老連事務局からの報告、意見交換

　・ 新任会長 6.5 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　8人　(新任会長 9人）

　　 研修会 ○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動等について」　　県老連事務局長

○　意見交換

　・ 会長研修会 12.17 (木） ホテルセキア 参加者　46人

～18 (金） ○　講演　「高齢者の健康づくり・介護予防について」

（有）ワイエス健康づくりサポートセンター代表取締役　　中村誠三

○　事例発表　「新しい老人クラブづくりモデル事業～会員加入促進運動～」

　　　・那珂川町　・広川町　・大木町　・宮若市　・行橋市

○　県老連事務局からの報告

　・ 福岡地区 6.18 （木 ） クローバープラザ ・参加者　205　人

○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　･古賀市　・太宰府市　・大野城市

　・ 北筑後地区 6.26 （金） 久留米市 ・参加者　242　人　

文化センター ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・久留米市　・八女市　・大刀洗町

　・ 南筑後地区 6.23 （火） 大牟田市 ・参加者　100　人

労働福祉会館 ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・柳川市　・大木町

　・ 筑豊地区 6.16 （火） マリーホール宮田 ・参加者　111　人

○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・宮若市　・嘉麻市

　・ 京築地区 6.11 （木） 豊前市 ・参加者　113　人

総合福祉センター ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・築上町　・みやこ町

○　市町村老連 7.30 （木） 天龍荘 ・参加者　53　人　（事務局長　47人・役員　6人　）

　 　事務局長 ～31 （金） （天ケ瀬温泉） ○　講演　「生きがいと健康」～笑いは副作用のない最良の薬～」　

　　　研修会 　　　つつみ脳神経外科クリニック相談役　　　延　　文雄

○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞをとりまく課題等について」　県老連事務局長

○　意見交換会

○　単位老人ｸﾗﾌﾞ新任会長研修会　

○　市町村老連会長研修会 　

5



行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

　・ 福岡地区 7.16 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　120人

○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　講演　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・筑紫野市　・那珂川町

　・ 北筑後地区 7.23 （水） 大刀洗 ・参加者　121　人　　　　　　　　　

ドリームセンター ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　講演　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・小郡市　・筑後市

　・ 南筑後地区 7.28 （火） 大牟田市労働 ・参加者　65　人

福祉会館 ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　講演　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・大牟田市　・大川市

　・ 筑豊地区 7.14 （火） マリーホール宮田 ・参加者　122　人

○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　講演　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・鞍手郡　・芦屋町

　・ 京築地区 7.3 （金） ウィズ行橋 ・参加者　125　人

○　説明　「高齢者の福祉について」　　県高齢者地域包括ケア推進課職員

○　講演　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・上毛町　・苅田町

  ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 9.16 （水） 岡垣町民 ・参加者　212人

　　大会 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　　高山末彦(福津市）

　　　　　　 　・準優勝　　　 内田昌成(久留米市）

　　　　　 　　・第３位　　　　福島照子(久留米市）　　

  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ大会 10.2 (金） 小郡市 ・参加者　40チーム 

たなばた地域 ○　成績　　・優勝　　　　宇野西区(上毛町）

運動広場 　　　　　　　 ・準優勝　　　宇野垂水(上毛町）

　　　　　　　 ・3位　　　　　泉Ａ（行橋市）

   ・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 10.7 （水） 大野城総合公園 ・参加者　42チーム

多目的グラウンド ○　成績　　・優　勝　　　　江島チーム(久留米市）　　 

　　　　　　 　・準優勝　　　　大刀洗チーム(大刀洗町）

　　　　　 　　・第３位　　　　篠栗チーム(糟屋郡）

○　広報誌づくり 8.26 （水） 大野城まどかぴあ ・参加者　99　人　･機関誌　20　ｸﾗﾌﾞ

　　 研修及び ○　講演　「読まれる広報誌の作り方」　　編集ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　梶原　昴　氏

　　 ｺﾝｸｰﾙ ○　講演　「キレイな写真を撮るには」　　吉塚　雄二　氏

○　ｺﾝｸｰﾙ　

（手づくりの部）　・優勝：宗像市　・準優勝：須恵町　・第３位：みやま市瀬高支部　

　　　　　　　　　　　・努力賞：志免町　・アイデア賞：岡垣町

（委託編集の部）・優秀賞：筑紫野市、中間市

○　体力測定  9. 4 （金） 行橋総合公園 ・参加者　122人

　　 講習会 行橋研修センターほか○　講義・実技指導　　順天堂大名誉教授　武井正子　 

○　三大スポーツ大会

○　高齢者相互支援活動員研修会
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

○ 地区女性リーダー研修会

　・　福岡地区 11.18 (水） クローバープラザ 参加者　142人　・講演　・事例発表　・３万人会員増強運動会長表彰　18団体

　・　北筑後地区 10.9 (金） えーるピア久留米 参加者　185人　・講演　・事例発表　・３万人会員増強運動会長表彰　20団体   特別賞1団体

　・　南筑後地区 11.11 (水） 大牟田労働福祉会館 参加者　 93人  ・講演　・事例発表   ・３万人会員増強運動会長表彰　１団体

　・　筑豊地区 10.14 (水） 飯塚市穂波公民館 参加者　150人　・講演　・事例発表　・３万人会員増強運動会長表彰　29団体　特別賞3団体

　・　京築地区 11. 6 (金） 築上町文化会館 参加者　132人 ・講演　・事例発表 　・３万人会員増強運動会長表彰　16団体　　特別賞　1団体

○　「健康を進める 11.26 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　167人

　　運動」推進研修会 ○　講演　「高齢者の交通事故を防止しよう」　

　　　　　福岡県警察本部交通部交通企画課課長補佐　添島　岳彦

○　講演　「スロージョギングでいつまでも元気」

　　　　　福岡大学スポーツ科学部非常勤講師　　永山　　寛

　・第1回 6.8 （月 ） 全社協 〔議題〕

○　平成26年度事業報告

○　平成26年度決算について

　・第2回 3.10 (金） 全社協 〔議題〕

○　平成28年度事業計画書（案）について

○　平成28年度収支予算(案）について

○　会長会議 12.1 （火 ） 全社協 ○　平成28年度全老連事業について

-2 （水） ○　老人クラブ「100万人会員増強運動」の取り組みについて

　  ・第1回　　  6.9 （火） 全社協 〔議題〕

　　 -10 （水） ○　厚生労働省説明　「生活支援サービスの充実・強化（新しい総合事業）について

○　基調説明　・老人クラブ１００万人会員増強運動　・新地域支援事業の推進　・活動安全対策

○　事例発表　　・埼玉県　　・宮崎県

○　分散会

　・第2回 2.8 (月） 全社協 〔議題〕

○　厚生労働省説明「老人クラブ「への期待」

○　基調説明　　　・「老人クラブ国庫補助金と予算の動向について」

　　　　　　　　　　　　・平成28年度事業計画・概算予算案について

○　全体会

○　女性代表者会議 5.19 （火） 全社協 〔議題〕

〇　高齢消費者被害防止キャンペーンモデル事業に取り組んで

○　老人クラブに期待すること

○　老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 6.1 （月） 全社協 ・参加者　2人　大渕直行（南筑後地区）、齋藤初美（京築地区）　

　　 中央ｾﾐﾅｰ 　　‐.2 （火） ○事例発表　　○　グループ討議

○　全国老人ｸﾗﾌﾞ 10.27 （火） 静岡県 ・参加者　10人

　　 大会 ～29 （木） ○　全老連会長表彰

　　　　・育成功労者　　　　　宮原　實、山根　進、永澤信夫

　　　　・優良老人ｸﾗﾌﾞ　　　　茶屋の原老人クラブ（大牟田市）

　　　　・優良市町村老連　　豊前市老人クラブ連合会

　　　　・永年勤続表彰　　　山下治美

○　全国女性 11.19 (木） 全社協 ・参加者　３人

　　　ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ -20 (金) ○　基調講演　「老人クラブの全国運動・行動提案について」　全老連常務理事　　齋藤秀樹

○　事例発表

　　　　①女性会長の会で女性の参画を推進しよう　　瀨廣　安子

　　　　②「ご近所福祉ネットワーク活動」への参加　　藤本　澄子

【全老連】

○　評議員会

○　事務局長会議
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

〇　友愛ｾﾐﾅｰ 1.13 （水） 全社協 ・参加者　２人　

　　 全国交流集会 -14 （木） ○　基調報告、活動事例、情報交換

○　健康づくり中央 2.24 (水） 神奈川県 ・参加者　1人

　　　セミナー -2.26 (金） 葉山町

○　 老人ｸﾗﾌﾞ 7.9 （水） 宮崎県宮崎市 ・参加者　23人

      ﾘｰﾀﾞｰ研修会 -10 （木） ○　基調報告　「老人ｸﾗﾌの現状と課題」外　　全老連事務局　　

○　事例研究　　3部会

○　講演　「地域での高齢者の仲間づくりとささえ愛」　ささえ愛生目台理事長　　矢方　　幸　

○　事務局長会議 8.20 (木） 熊本市 ○　協議　「各県･指定都市老連提出議題　」　

-21 (金)

○　会長会議 2.18 (木） 福岡市 ○　中央情勢について　　　全老連

-2.19 (金) ○　議題協議　　・Ｈ28年度事業計画及び収入支出予算（案）・Ｈ27年度事業報告及び決算見込み（案）

　　　　　・事務局長会議協議結果の承認、・提出議題、Ｈ28九州ブロックリーダー研修会開催要綱(案）

○　第15回ねんりん 11.7 (土） 直方市 ・地域文化伝承ｺｰﾅｰ　桂川町老連　「竹とんぼづくり」、田川市老連「折り紙」　

　　　ｽﾎﾟｰﾂ・文化祭 ユメニティのおがた・県知事表彰　24人、8老人ｸﾗﾌﾞ

・県老連会長表彰　126人

・記念講演「ピーターのビューティーライフ～素敵な毎日を過ごすために～」　歌手・俳優　　ピーター

○　第28回全国 10.16 (金） 山口市 ・参加者　24人　

　　 健康福祉祭 -20 （火） 他 　　　・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ　12人　 　さくらクラブ（田川市）・江島（久留米市）

       ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ３人　  福田初次（久留米市）、樺島四男美（みやま市）、鬼木米一（筑紫野市）

　　  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ４人　　　　    宇野西区（上毛町）　　　　　　　　　

　　　・ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　　　　5人

【国】

【九州ﾌﾞﾛｯｸ老連】

【県】
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