
行　事　名 場　所 内　　　　　容

【県老連】

○　監事監査 4.18 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成28年度事業執行状況及び決算

〇　定時社員総会 5.25 （木） 吉塚合同庁舎 ・出席者　42人　・委任状提出　14人　計　56人　(正会員数　58人）

・議長　　立野　八女市老連会長

〔議事〕

○　平成28年度事業実施状況について

○　平成28年度決算及び監査報告について

○　理事の選任（案）について

○　報告事項

　・ 第36回 4.25 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　14 人　

〔議題〕

○　平成28年度事業実施状況及び決算について

○　平成29年度事業方針及び予算について

○　理事の選任（案）について

○　女性委員の選任（案）について

○　第6回定時社員総会について

○　会長職務の代行順序について

　･ 第37回 5.25 (木） 吉塚合同庁舎 ・出席者　15人

11 時 〔議題〕

○　健康推進委員の選任（案）について

○　女性委員会委員の選任（案）について

〇　老人クラブ育成功労等厚生労働大臣表彰の推薦（案）について

　・第38回 5.25 (木) 吉塚合同庁舎 ・出席者　17人(辞任者の後任役員出席）

〔議題〕

○　福岡県老人クラブ連合会副会長・常務理事の選任（案）について（辞任役員の後任のみ）

○　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39回 8.22 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　13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

○　財産管理運用委員の選任（案）について

〇　「平成２９年九州北部記録的豪雨による被災者支援に係る募金」の募集について

〇　「福岡県老人クラブ3万人会員増強運動」推進のための女性部の取り組みについて

○　諸行事について

○　報告事項

　・第40回 9.22 (金） 吉塚合同庁舎 ・出席者　17人

〔議題〕

○　県老連連会長表彰について

〇　「3万人会員増強運動」に係る会長表彰の追加について

○　九州北部記録的豪雨による被災者支援に係る募金額について（途中報告）

○　理事会

平成　29 年度　事業実施状況 （詳細）

期　日
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

　・第41回 10.3 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　17人

〔議題〕

○　県老連会長表彰に係る表彰基準の一部改定について

〇　県老連会長表彰の追加について

○　「３万人会員増強運動」に係る会長表彰の取り消しについて

○　第17回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭について

〇　第46回全国老人クラブ大会について

○　平成29年度会長・副会長・常務理事の職務執行報告について

　・第42回 2.1 (木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　15人

（地区老連事務局長 〔議題〕

合同会議） ○　平成29年度事業実施状況について（4月～1月）

○　平成29年度会計予算の執行状況について

○　平成30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30年度 第47回全国老人クラブ大会の経費負担について

○　平成29年九州北部記録的豪雨による被災者支援に係る募金の配分について

○　平成30年度行事計画について

○　その他

　・第43回 3.16 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　15人

〔議題〕

〇　平成29年度事業実施状況について

○　平成29年度決算（見込み）について

○　平成30年度県老連事業実施方針（案）について

○　平成30年度正味財産増減予算書（案）について

○　九ブロ研修会準備資金の積立について

○　第7回定時社員総会次第（案）について

○　その他

　・平成29年度第1回 2.6 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　12人

　 臨時理事会 〔議題〕

○　役員推薦・選任内規について

○　役員・各種委員会委員等の推薦について

○　業務執行役員会 6.26 （月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　全老連会長表彰の推薦について

○　財産管理運用委員会 3.6 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　基本財産の運用について

○　特定資産について

○　全国比較からみる本会の財務状況について

　・ 第1回 6.2 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成29年度県老連健康推進事業実施計画について

〇　平成29年度三大スポーツ大会出場チーム等の地区別割当（案）について

○　第28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28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39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29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29年度老人クラブ体力測定講習会実施要領（案）について

○　健康推進委員会
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

　・ 第2回 8.29 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成29年度県老連三大ｽﾎﾟｰﾂ大会の役割分担（案）について

〇　平成29年度ニュースポーツ講習会開催要領（案）について

○　平成29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 2.23 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成29年度事業実施状況報告について

○　平成30年度県老連健康推進事業実施計画（案）について

○　県老連ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会開催要領の一部改正（案）について

　・ 第1回 5.30 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　役員の選出

○　平成29年度事業計画（案）について

〇　3万人会員増強運動の推進について

　・ 第2回 9.6 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成29年度事業について

〇　3万人会員増強運動の推進について

　・ 第3回 3.2 (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　　　　　　 

〇　女性役員会 4.25 (火) ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　会員増強運動について

○　市町村老連 9.22 （金） 吉塚合同庁舎 ・出席者　55人（市町村老連会長47人、県老連役員等8人）

　　 会長会議 ○　全老連活動賞表彰

　　 　（ボランティア活動） 　　　　　　　　・八女市　　悠悠会

○　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）　　　　　　　　・糸島市・東蔵持シニアクラブ　　・川崎町・太田長寿会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・福津市・新町シニアクラブ 　　　・柳川市・長永会　　

○　講演　「高齢者の交通事故防止について」　

　　　　　   　　 福岡県警察本部交通部交通企画課安全教育係長　　警部補　麻生浩二　氏　

○　県老連事務局からの報告

　・ 新任会長 6.6 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　14人　(新任会長19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（会員増強について）

　・ 会長研修会 12.14 (木） 桑之屋 参加者　47人（市町村老連会長等39人、県老連役員等8人）

～15 (金） ○　講演　「みんなで支える高齢化社会～新たな地域支援システム～」

　　　　　西南学院大学人間科学部教授　　　　　倉田康路　氏

○　県老連事務局からの報告

　・ 福岡地区 6.14 （水 ） クローバープラザ ・参加者　210　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等について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　･春日市　・福津市　・那珂川町

　・ 北筑後地区 6.22 （木） 久留米市 ・参加者　234　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等について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・久留米市　・小郡市　・大刀洗町

○　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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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

　・ 南筑後地区 6.28 （水） 大牟田市 ・参加者　 86　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等について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・大牟田市　・柳川市

　・ 筑豊地区 6.20 （火） 宮若市 ・参加者　100　人

マリーホール宮田 ○　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等について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・桂川町　・大任町

　・ 京築地区 6.8 （木） 苅田町 ・参加者　102人

三原文化会館 ○　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等について」　　県老連事務局長

○　事例発表　　・苅田町　・行橋市

○　市町村老連 7.20 （木） 熊本県南関町 ・参加者　50　人　（市町村老連・支部事務局長　41人、県老連役員等　9人　）

　 　事務局長研修会 ～21 （金） セキアホテル ○　講演　「地域包括ケアシステムの推進について」　

　　　　福岡県高齢者地域包括ケアシステム推進課参事補佐兼在宅介護・予防係長　庄嶋　　智　氏

○　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

　・ 福岡地区 7.25 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・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　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・糸島市　・古賀市

　・ 北筑後地区 7.18 （火） 八女市 ・参加者　118　　　　　　　　　

八女市文化会館 ○　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　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・うきは市　・広川町

　・ 南筑後地区 7.28 （金） 大牟田市 ・参加者　74　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　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・大川市　・みやま市

　・ 筑豊地区 7.11 （火） 宮若市 ・参加者　104　人

マリーホール宮田 ○　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　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・直方市　・中間市

　・ 京築地区 7.5 （水） 築上町 ・参加者　127　人

文化会館コマーレ ○　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　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・築上町　・豊前市

  ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 9.14 （木） 岡垣町 ・参加者　216人（選手）

町民総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　　　　向井隆義（宗像市）　　　　

　　　　　　 　・準優勝　　　　　 川﨑正良（糸島市）　　　

　　　　　 　　・第３位　　　　 　 髙山邦子（芦屋町）　　　　　　

○　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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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ大会 9.28 (木） 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）

　　　　　　 　・第３位　　　　    宗像須惠Ａ（宗像市）

　　　　　 　　・第３位　　　 　   大野島長寿会(大川市）

   ・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 10.25 （水） 春日市総合スポー ・参加者　34チーム

ツセンター ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ○　成績　　・優　勝　　　　　　城島チーム(久留米市）　　 

　　　　　　 　・準優勝　　　　　　杷木チーム(朝倉市）

　　　　　　 　・第３位　　　　　　みやまチーム（みやま市）

○　ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴ 11.21 (火） クローバープラザ ・参加者 　108人

     ｰｼｮﾝ活動講習会 　　ソフトダーツ、室内ペタンク、ラダーゲッターの３競技

○　広報紙づくり 10.5 （木） クローバープラザ ・参加者　79人　ﾞ

　　 研修会 ○　講演　「新聞から紙面編集のワザを学ぼう」　　編集ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　梶原　昴　氏

○　単位老人クラブでの新聞紙発行状況　　　　

　　・アンケート結果の紹介　　　　県老連事務局

　　・事例発表「豊寿会たよりの発行～会報から広報紙へ～」　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅石豊寿会世話人代表　　藤　英寿　氏　

○　紙面づくり初級講座　　　　　　県老連事務局　

○　体力測定 10.12 （木） 田川市 ・参加者　100人

　　 講習会 田川市民会館・総合体育館 ○　講義・実技指導　　順天堂大名誉教授　　武井正子　氏

〇　高野山県老連 10.20 （金） 和歌山県 ・参加者　13人

　　 供養塔参拝 ・　10月18日～19日開催の全国老人クラブ大会（京都）に引き続き、高野山にある福岡県老連

　の供養塔に、10市町老連の物故者過去帳（514名分）を納めて参拝。

○ 女性リーダー研修会

・福岡地区 11.2 （木） クローバープラザ ・参加者　118人

○　講演　「健康長寿」　　

　　　　　　　　　　　　公益財団法人福岡労働衛生研究所健康増進部部長　　野口久美子　氏

〇　事例発表　　　・太宰府市　　・春日市

・北筑後地区 10.27 （金） 久留米市 ・参加者　198人

シティプラザ 〇　講演「エンジョイライフ～思いやりを“カタチ”にするエンディングノートづくり～」

　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀女子短期大学教授　　坂本一恵　氏

〇　事例発表　　　・八女市　　・筑後市

・南筑後地区 11.28 （火） 大牟田市 ・参加者　100人

労働福祉会館 〇　講演「なんで今、「エコ」なの？～できる事から始めよう！！～」

　　　　　　　　　　　　　　　　　大牟田市環境部環境企画課　　塘田義則　氏　・　中島優子　氏　

〇　事例発表　　　・柳川市　　・大木町

・筑豊地区 11.14 （火） 飯塚市 ・参加者　145人

立岩公民館 〇　グループトーク「女性リーダーのスキルアップ～「仲間」ひろげようシニアの輪（和）」

　　 全体会で各グループのまとめを報告

・京築地区 11.8 （水） 豊前市 ・参加者　145人

総合福祉センター 〇講演「『高齢者の健康』について考える」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　みやこ町老人クラブ連合会豊津支部事務局長　　後藤澄夫　氏

〇事例発表　　　・上毛町　　　・苅田町

〇高齢者相互支援推 1.23 (火） クローバープラザ ・参加者　65人

　進事業事務説明会 〇　事務説明　　　　　　　　　　　　県老連事務局
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

○　「健康をすすめる 2.6 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　141人

　　運動」推進研修会 ○　説明「健康をすすめる運動について」～のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを～　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県老連事務局長

○　講演　「悪徳商法に騙されない！」　　　

　　　　　　　　　福岡県消費生活センター消費生活専門相談員　　岡村文重　氏

○　講演　「スロージョギング・ステップのすすめ」

　　　　　　　　　福岡大学基盤身体活動研究所博士研究員　畑本陽一　氏

　・第1回 5.31 （水 ） 全社協 〔議題〕

○　平成28年度事業報告について

○　平成28年度決算について

　・第2回 3.15 (木） 全社協 〔議題〕

〇　平成30年度事業計画（案）について

〇　平成30年度収支予算（案）について　　　　　　　　他

○　会長会議 12.4 （月） 全社協 〔議題〕

～5 （火） 〇　厚生労働省説明「介護予防・日常生活支援総合事業の動向と老人クラブに期待すること」

○　基調説明「全国的な事業をめぐる諸課題について」

○　活動発表　会員増強運動の取り組み　「組織改革でクラブ運営の活性化をはかる」

　　　　　　　　　　　　福岡県那珂川町シニアクラブ連合会の取り組み　　宮原　實会長　他

　　　　　　　　　　他に福井県越前町老連の「新地域支援事業への取り組み」事例あり

○　講演「地域でクラブを活かすチャンス」　　（公財）さわやか福祉財団会長　堀田　力　氏

○　その他　　女性委員委員会報告　　全体会　　　　等

　  ・第1回　　  6.12 （月） 全社協 〔議題〕

　　 ～13 （火） ○　厚生労働省説明　「介護保険制度をめぐる施策の動向と老人クラブへの期待」

○　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　・活動安全対策等

○　事例発表　　・千葉県　　・札幌市　　・大阪府

○　分散会

　　・第2回 2.7 (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30年度事業計画・概算予算案について」

○　全体会

　 　　・新任事務局長・ 4.21 （金） 全社協

　　　職員研修会

○　女性代表者会議 5.26 （金） 全社協 〔議題〕

○　基調説明　「老人クラブ組織の発展に向けて」

○　報告　「平成28年度女性リーダーに関する活動報告等」　「会員増強運動に向けた女性委

　　　　　　員会の取り組み」　「老人クラブ高齢消費者被害防止に向けた取り組み」

〇　情報交換（グループ討議の主は、会員増強運動と新地域支援事業への参画）

○　老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 8.8 （火） 全社協 ・参加者　1人

　　 中央ｾﾐﾅｰ 　～9 （水） ○　講演　「未設置地域における新設クラブの立ち上げ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央大学教授　　野中典子　氏

○基調報告　　○活動報告　　○行政報告（厚生労働省老健局振興課）　　○分散会

【全老連】

○　理事会

○　事務局長会議等

〇　老人クラブの活動等について
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行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

○　活動推進担当者 8.1 (火） 全社協 ・参加者 1人

　　　研究セミナー ○　課題説明　　　新地域支援事業・消費者被害・ホームページの活用・老人クラブ保険制度等

○　グループ協議（ホームページの活用）

○　第46回全国老人 10.18 （水） 京都府京都市 ・参加者　13人

　　 ｸﾗﾌﾞ大会 ～19 （木） 〇　厚生労働大臣表彰

　　　　・育成功労　　　　　　　宮原　　實、　千々和恵美子

　　　　・優良市町村老連　　 飯塚市老人クラブ連合会

○　全老連会長表彰

　　　　・育成功労者　　　　　松永和江、　　山口利生

　　　　・優良老人ｸﾗﾌﾞ　　　 大保原老人クラブ（小郡市）

　　　　・優良市町村老連　　大牟田市老人クラブ連合会、　嘉麻市老人クラブ連合会

○　活動交流部会発表　　第2部会「組織的推進による会員増強運動の展開」

　　　　福岡県那珂川町「組織改革でクラブ運営の活性化をはかる」　那珂川町シ連副会長　神代秀冨　氏

○　全国女性リーダー 11.16 (木） 全社協 ・参加者　4人

　　 セミナー ～17 (金) ○　基調報告、事例発表、高齢者の消費者トラブル防止のためのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・全体会

○　在宅福祉を支える 1.31 (水） 全社協 ・参加者 2人

　　友愛活動セミナー ～2.1 (木) ○　基調報告、行政報告、事例発表、分散会・全体会

○　講演「新地域支援事業における老人クラブへの期待」 医療経済研究・社会保険福祉協会　服部真治 氏

○　健康づくり中央 2.21 (水） 神奈川県 ・参加者　2人

　　セミナー ～23 (金） 葉山町 ○　基礎講座、専門講座、グループ学習、まとめ

○九州ブロック 老人ｸﾗﾌﾞ 7.6 （木） 佐賀市 ・参加者　14人

   ﾘｰﾀﾞｰ研修会 ～7 （金） ○　基調報告　「老人ｸﾗﾌ組織の発展に向けて」　　全老連　　

○　事例研究　　3部会

○　講演　「お迎えが来る迄、老後を健やかに」　　髙松　昭三　

○　事務局長・担当者 8.24 (木） 福岡市 ○　協議　「各県･指定都市老連提出議題」　他九州ブロックリーダー研修会等

　　 会議 ～25 (金) 博多グリーンホテル 〇　実務情報交換

○　連絡協議会 2.15 (木） 鹿児島市 ○　全老連説明について

～16 (金) ○　議題協議　Ｈ29年度事業報告及び決算、Ｈ30年度事業計画及び予算、役員改選　他

○　第17回ねんりん 11.11 (土） 北九州市 ・地域文化伝承ｺｰﾅｰ　芦屋町老連　「筑前芦屋だごびーなとわら馬の会」　

　　　ｽﾎﾟｰﾂ・文化祭 若松市民会館 ・県老連会長表彰　126人   　　　　　　　・県知事表彰　15人　4クラブ

・記念講演「おぐねぇーのメイクで若返りまＳＨＯＷ  」　 

　　　　　　　　　　　ヘアメイクアップアーティスト　　おぐねぇー（小椋ケンイチ）

○　第30回全国 9.8 (金） 秋田市 ・参加者　12人　

　　 健康福祉祭 ～12 （火） 他 　　　・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ　 6人　 　内野Ａチーム（久留米市）
        ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ3人　  堀田次明（久留米市）、堀川敦子（那珂川町）、吉村博幸（古賀市）

　　  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ 0人　　　　　　　　　
　　　・ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　　　　3人

【国】

【九州ﾌﾞﾛｯｸ老連】

【県】
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