
行　事　名 場　所 内　　　　　容

【県老連】

○　監事監査 4.18 (月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成27年度事業執行状況及び決算

　・　定時 5.26 （木） 吉塚合同庁舎 ・出席者　43人　・委任状提出　15人　計　58人　(会員数　58人）

・議長　　太田　吉富町寿会会長

〔議事〕

○　平成27年度事業実施状況について

○　平成27年度決算及び監査報告について

○　理事及び監事の選任（案）について

○　基本財産の一部取り崩しについて

○　報告事項

　・　臨時 12.15 （木） 富士ホテル ・出席者　37人　・委任状提出　21人　計　58人　(会員数　58人）

・議長　　江﨑　筑後市老連会長

[議事]

○役員の選任(案）について

　・ 第27回 4.22 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　14 人　

〔議題〕

○　平成27年度事業実施状況及び決算について

○　平成28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5回定時社員総会について

○　平成28年（2016）熊本地震による被災者支援に係る募金について

○　寄附金取扱規程の改正について

　･ 第28回 5.26 (火） 吉塚合同庁舎 ・出席者　14人（改選前役員）

11 時 〔議題〕

○　指定旅館制度について

　・第29回 5.26 (火) 吉塚合同庁舎 ・出席者　15人(改選後役員）

〔議題〕

○　福岡県老人クラブ連合会役員の選任（案）について

○　各種委員会委員の選任（案）について

○　副会長の会長職務の代行順序について

　・第30回 8.23 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　14人

〔議題〕

○　「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経費の精算について

○　諸行事について

○　報告事項

　・第31回 9.16 (火） 吉塚合同庁舎 ・出席者　15人

[議題]

○　県老連連会長表彰について

○　理事会運営規則の改正について

○　理事会

平成　28 年度　事業実施状況 (詳細：４月～３月）

期　日

○　社員総会



行　事　名 場　所 内　　　　　容

平成　28 年度　事業実施状況 (詳細：４月～３月）

期　日

　・第32回 10.4 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　13人

[議題]

○　県老連会長表彰の在職年数の確認について

○　「３万人会員増強運動」に係る特別賞の追加について

○　第16回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭について

　・第33回 11.15 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　12人

[議題]

○　役員等の選任について

○　臨時社員総会の開催について

○　慶弔規程の改正について

　・第34回 126 (木） 初音荘（嬉野市） ・出席者　12人

[議題]

○　平成28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29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29年度行事計画について

○　その他（特定費用準備資金の設置について）

　・第35回 3.17 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成28年度事業実施状況について

○　平成28年度決算（見込み）について

○　平成29年度事業実施方針（案）について

○　平成29年度正味財産増減予算書（案）について

○　特定費用準備資金の設置について

○　第6回定時社員総会について

○　その他

・第１回 7.1 （金） 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 3.7 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　基本財産について

○　特定費用準備資金の設置について

　・ 第1回 6.3 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成28年度県老連健康推進事業実施計画について

○　第27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27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38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28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28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 8.26 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成28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28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 2.24 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成28年度事業実施状況報告について

○　平成29年度県老連健康推進事業実施計画（案）について

○　健康推進委員会

○　業務執行役員会 
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平成　28 年度　事業実施状況 (詳細：４月～３月）

期　日

　・ 第1回 5.31 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　役員の選出

○　平成28年度事業

　・ 第2回 9.8 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成28年度事業について

　・ 第3回 3.3 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成28年度事業実施状況報告について

○　平成29年度事業計画（案）について　　　　　　 ○会員増強運動について

　・第１回女性役員会 1.26 (木） 初音荘（嬉野市） ○　会員増強運動について

○　市町村老連 9.16 （金） 吉塚合同庁舎 ・出席者　43人

　　 会長会議 ○　全老連活動賞表彰

　　 　（健康づくり活動） 　　　　・赤村　　上赤西老人クラブ

　（世代間交流活動）　　　・志免町老人クラブ連合会

○　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）　　該当なし

　　（単位老人クラブ）　　　　　　　　・行橋市川島すこやかクラブ　　・水巻町シニアクラブＯｈａｎａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・久留米市鑓水クラブ　　・古賀市中川老人クラブ　　

○　講演　「健康寿命について～いつまでも元気に暮らすために～」　

　　　　　   　　 福岡県保健医療介護部健康増進課技術主査　　　高山　理恵

○　県老連事務局からの報告、意見交換

　・ 新任会長 6.7 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　11人　(新任会長16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 12.15 (木） 富士ホテル 参加者　45人

～16 (金） ○　講演　「これからの老人クラブ～地域課題解決の救世主～」

　　　　　福岡県安全安心まちづくりアドバイザー　　十時　　裕

○　県老連事務局からの報告

　・ 福岡地区 6.14 （火 ） 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 7.26 （火） 久留米市 ・参加者　209　人　

シティプラザ ○　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　　・筑後市　・小郡市　・広川町

　・ 南筑後地区 8.3 （水） 大牟田市 ・参加者　104　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　　・大川市　・みやま市

　・ 筑豊地区 7.12 （火） 宮若市文化センター・参加者　109　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　　・岡垣町

○　女性委員会

○　市町村老連会長研修会 　

○　単位老人ｸﾗﾌﾞ新任会長研修会　
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平成　28 年度　事業実施状況 (詳細：４月～３月）

期　日

　・ 京築地区 6.29 （水） 吉富町 ・参加者　100人

老人福祉センター ○　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　　・豊前市　・上毛町

○　市町村老連 7.28 （木） 直方いこいの村 ・参加者　45　人　（事務局長　39人・役員　6人　）

　 　事務局長 ～29 （金） ○　講演　「ニセ電話詐欺の被害状況と被害防止に向けた取り組みについて」　

　　　研修会 　　　　　　　　　　　　　福岡県警察本部　地域安全対策係長　黒川　　進

○　講演「これからの老人会・コミュニティ活動の取り組み」

　　　　　　　　　　　　　福岡県安全安心まちづくりアドバイザー　十時　裕

○　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

　・ 福岡地区 11.2 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　118人

　「３万人会員増強運動表彰式」  【会長表彰】　単位クラブ16団体　【特別賞】　１団体

○　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　　・太宰府市　・福津市

　・ 北筑後地区 10.28 （金） 大刀洗町 ・参加者　137人　　　　　　　　　

ドリームセンター 　「３万人会員増強運動表彰式」  【会長表彰】　単位クラブ20団体　【特別賞】　4団体

○　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　　・久留米市　・うきは市

　・ 南筑後地区 10.21 （金） 大牟田市労働 ・参加者　68　人

福祉会館 　「３万人会員増強運動表彰式」  【会長表彰】　単位クラブ4団体　

○　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　　・柳川市　・大木町

　・ 筑豊地区 11.29 （火） マリーホール宮田 ・参加者　88　人

　「３万人会員増強運動表彰式」  【会長表彰】　単位クラブ17団体　【特別賞】　3団体

○　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　　・桂川町　・大任町

　・ 京築地区 10.12 （水） みやこ町中央 ・参加者　112　人

公民館 　「３万人会員増強運動表彰式」  【会長表彰】　単位クラブ12団体　【特別賞】　2団体

○　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　　・行橋市　・みやこ町

  ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 9.13 （火） 岡垣町民 ・参加者　297人

　　大会 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　堀田次明(久留米市）　

　　　　　　 　・準優勝　　　堀川敬子(那珂川町）

　　　　　 　　・第３位　　　　熊井英人(大川市）　　

  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ大会 9.30 (金） 小郡市 ・参加者　40チーム 

たなばた地域 ○　成績　　・優勝　　　　乙吉丸(久留米市）

運動広場 　　　　　　　 ・準優勝　　　赤坂親和会(筑後市）

　　　　　　　 ・3位　　　　　宇野垂水（上毛町）

○　三大スポーツ大会

○　高齢者相互支援リーダー研修会
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平成　28 年度　事業実施状況 (詳細：４月～３月）

期　日

   ・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 10.25 （火） 大野城総合公園 ・参加者　40チーム

多目的グラウンド ○　成績　　・優　勝　　　　大刀洗町本郷(大刀洗町）　　 

　　　　　　 　・準優勝　　　　大任町老連チーム(大任町）

　　　　　 　　・第３位　　　　奈良(田川市）

○　シニアスポーツ 2.10 (金） クローバープラザ ・参加者 96人

　レクリエーション講習会 　　ソフトダーツ、ディスコン、室内ペタンク、ラダーゲッターの４競技

○　ペタンク講習会 3.16 (木） クローバープラザ ・参加者　61人

3.22 （水） 飯塚コスモスコモン・参加者　72人

○　広報紙づくり 8.30 （火） クローバープラザ ・参加者　85　人　ﾞ

　　 研修 ○　講演　「読んで効く広報紙をつくろう」　　編集ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　梶原　昴　氏

○　会員増強の現場で使われている広報紙　　　　県老連事務局

○　紙面づくり初級講座　　　　　　県老連事務局　

○　体力測定  9. 7 （水） クローバープラザ ・参加者　92人

　　 講習会 ○　講義・実技指導　　順天堂大名誉教授　武井正子　 

○ 女性リーダー研修会 11.22 (火） クローバープラザ ・参加者　252人

○講演　「ともに暮らし、ともに創る～女性の参画で社会も地域も変わる～」

　　　　　　　　　　　　　　　　講師　元あすばる館長　　中嶋玲子

○事例発表　　　　・大野城市　　　・八女市

○　「健康を進める 11.15 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　189人

　　運動」推進研修会 ○　講演　「高齢者の食生活と健康」　　　福岡県栄養士会副会長　　田中粹子

○　講演　「高齢者の健康づくり」　　スタジオパラディソインストラクター　中山　蕗

　・第1回 615 （水 ） 全社協 〔議題〕

○　平成27年度事業報告

○　平成27年度決算について

  ・第2回 3.14 (木） 全社協 〔議題〕

○　平成29年度事業計画書（案）について

○　平成29年度収支予算（案）について

○　会長会議 12.6 （火 ） 全社協 ○　平成29年度全老連事業について

-7 （水） ○　老人クラブ「100万人会員増強運動」の取り組みについて

〇　その他　　

　  ・第1回　　  7.4 （月） 全社協 〔議題〕

　　 -5 （火） ○　厚生労働省説明　「介護保険制度をめぐる施策の動向について」

○　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　　・茨城県　　・大阪府

○　分散会

　　・第2回 3.8 (水） 全社協 〔議題〕

○　厚生労働省説明　「介護保険制度の見直しと老人クラブへの期待について」

○　基調説明　「平成29年度事業計画・概算予算案等について」

○　女性代表者会議 5.17 （火） 全社協 〔議題〕

○「１００万人会員増強運動」、「新地域支援事業への参画」

○　分散会

【全老連】

○　評議員会・理事会

○　事務局長会議
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平成　28 年度　事業実施状況 (詳細：４月～３月）

期　日

○　老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 6.2 （木） 全社協 ・参加者　1人　　

　　 中央ｾﾐﾅｰ 　　‐3 （金） ○講演　「地域のネットワークで取り組む見守り・支え合い」

　　　　　　　　　　東京都荒川区社会福祉協議会地域ネットワーク課長　鈴木訪子

○事例発表　　○グループ協議

○　活動推進担当者 8.8 (月） 全社協 ・参加者 1人

　　　研究セミナー ○事例発表　　○グループ協議

○　全国老人ｸﾗﾌﾞ 11.8 （火） 富山県 ・参加者　14人

　　 大会 ～10 （木） ○　全老連会長表彰

　　　　・育成功労者　　　　　坂元　　博、　　西村大二郎

　　　　・優良老人ｸﾗﾌﾞ　　　　上大隈老人クラブ：光明学院大学（宮若市）

　　　　・優良市町村老連　　筑紫野市老人クラブ連合会、八女市老人クラブ連合会

○　全国女性 10.5 (水） 全社協 ・台風の影響により派遣取り止め

　　　ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ ～6 (木)

○　友愛セミナー全国 2.15 (水） 全社協 ・参加者 2人

　　交流集会 ～16 (木) ○基調報告、活動事例発表、情報交換

○　健康づくり中央 2.22 (水） 神奈川県 ・参加者　2人

　　セミナー ～24 (金） 葉山町

○九州ブロック 老人ｸﾗﾌﾞ 7.7 （木） 福岡市 ・参加者　442人(県外232人　県内210人）

      ﾘｰﾀﾞｰ研修会 -8 （金） ○　基調報告　「老人ｸﾗﾌﾞとしての運動・行動提案」　　全老連事務局　　

○　事例研究　　3部会

○　講演　「高齢者お笑い防犯講座～高齢者消費者被害防止～」　　宮田　健二　

○　事務局長会議 8.18 (木） ホテルセントヒル長崎 ○　協議　「各県･指定都市老連提出議題　」　

-19 (金)

○　連絡協議会 2.16 (木） 佐賀市 ○　中央情勢について

～17 (金) ○　議題協議　Ｈ２８年度事業報告及び決算、Ｈ２９年度事業計画及び予算　他

○　第16回ねんりん 11.12 (土） サンライズ杷木 ・地域文化伝承ｺｰﾅｰ　朝倉市老連杷木支部　「わら細工・しめ縄づくり」、うきは市老連「しょろハエ打ちづくり」　

　　　ｽﾎﾟｰﾂ・文化祭 ・県老連会長表彰　121人   県知事表彰　20人　6クラブ

・記念講演「元気で長生きするコツ　させるコツ  」　  タレント　毒蝮三太夫

○　第29回全国 10.14 (金） 長崎市 ・参加者　22人　

　　 健康福祉祭 -18 （火） 他 　　　・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ　12人　 江島チーム（久留米市）・大刀洗チーム（大刀洗町）
       ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ３人　  内田昌成（久留米市）、福島照子（久留米市）、森田　論（みやま市）

　　  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ４人　　　　    宇野西区（上毛町）　　　　　　　　　
　　　・ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　　　　3人

【国】

【九州ﾌﾞﾛｯｸ老連】

【県】


