
行　事　名 場　所 内　　　　　容

【県老連】

○　監事監査 4.18 (水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成29年度事業執行状況及び決算

〇　定時社員総会 5.25 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　41人　・委任状提出　14人　計　55人　(正会員数　58人）

・議長　　前田　桂川町老連会長

〔議事〕

○　平成29年度事業実施状況について

○　平成29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

○　報告事項　（・平成30年度事業実施方針について　・平成30年度予算について）

　・ 第44回 4.24 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　17 人　

〔議題〕

○　平成29年度事業実施状況について

○　平成29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

○　第７回定時社員総会（案）について

　･ 第45回 5.25 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　17人

〔議題〕

○　代表理事（会長）の選定（案）について

◯　福岡県老人クラブ連合会役員（案）について

◯　健康推進委員会委員（案）について

○　女性委員会委員（案）について

〇　副会長の会長職務の代行順序（案）について

　・第46回 8.27 (月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　16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

〇　「平成30年 西日本豪雨による被災者支援に係る募金」の募集について

○　諸行事について

　・第47回 9.19 (水） 吉塚合同庁舎 ・出席者　17人

〔議題〕

○　平成30年度 福岡県老連会長表彰について

　・第48回 10.10 (水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　17人

〔議題〕

〇　平成30年 西日本豪雨による被災者支援に係る募金について（中間報告）

○　第18回 福岡県ねんりんスポーツ・文化祭について

○　平成30年度 会長・副会長・常務理事職務執行報告について

〇　その他（全国老人クラブ大会、全国健康福祉祭、今後の事業予定等）

　・第49回 2.1 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　21人

　（地区老連事務局 〔議題〕

　長合同会議） ○　平成30年度事業実施状況について（4月～1月）

○　平成30年度会計予算の執行状況について

○　平成31年度県老連事業計画策定方針・予算編成方針（案）について

〇　公益社団法人福岡県老人クラブ連合会表彰規程の運用に係る（公社）福岡県老人クラブ

　連合会会長表彰基準の見直し（案）について

○　全老連事業の見直しについて　

○　平成31年度行事計画（案）について

○　意見交換（会員増強運動、県老連事業の在り方等）

○　理事会

平成30年度　事業実施状況（詳細）

期　日
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行　事　名 場　所 内　　　　　容

平成30年度　事業実施状況（詳細）

期　日

　・第50回 3.19 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　18人

〔議題〕

〇　平成30年度事業実施状況について

○　平成30年度決算（見込み）について

○　2019年度県老連事業実施方針（案）について

○　2019年度正味財産増減予算書（案）について

〇　特定資産の積立（案）について

○　直方市老連の退会届について

〇　事務局長の人事（案）について

○　第8回定時社員総会次第（案）について

○　全老連事業の見直し等について

○　平成30年度 会長・副会長・常務理事職務執行報告について　　　　その他

○　業務執行役員会 

　・第１回 6.26 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成30年度 全老連会長表彰の推薦について

○　平成30年度 全老連「活動賞」の推薦について

○　平成30年度 全老連「100万人会員増強運動特別賞」の推薦について

　・第２回 11.28 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

〇　平成30年 西日本豪雨による被災者支援に係る募金の配分について

○　財産管理運用 3.6 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

   委員会 ○　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 6.1 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成30年度 県老連健康推進事業実施計画について

〇　平成30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29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29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40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30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30年度 体力測定講習会実施要領（案）について

　・ 第2回 8.29 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成30年度 県老連三大ｽﾎﾟｰﾂ大会の役割分担（案）について

○　平成30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

〇　平成30年度 ニュースポーツ講習会開催要領（案）について

　・ 第3回 2.26 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成30年度事業実施状況報告について

○　平成31年度県老連健康推進事業実施計画（案）について

○　その他

　・ 第1回 5.29 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　役員の選出

○　平成30年度事業について

〇　女性リーダー研修会について

○　女性委員会

○　健康推進委員会
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行　事　名 場　所 内　　　　　容

平成30年度　事業実施状況（詳細）

期　日

　・ 第2回 9.3 （月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成30年度事業について

○　女性リーダー研修会について

〇　3万人会員増強運動の推進について

　・ 第3回 3.1 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成30年度事業実施報告について

○　平成31年度事業計画（案）について　　　　　　 

○　３万人会員増強運動について　　　その他　　　　　　 

〇　女性役員会 4.24 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　役員等の互選について

○　市町村老連 9.19 （水） 吉塚合同庁舎 ・出席者　58人　（県老連役員等含む）

　　 会長会議 ○　全老連活動賞表彰

　（健康づくり活動）　　　　　　　　　 ・宗像市シニアクラブ連合会

　　 　（ボランティア活動） 　　　　　　　　・大川市老人クラブ連合会

○　全老連１００万人会員増強運動特別賞表彰

　　（市町村老人クラブ連合会）　　該当なし

　　（単位老人クラブ）　　　　　　　・うきは市：第３クラブ（八和田）　　・水巻町：のぞみ会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・福津市：新町シニアクラブ　 　　　・宮若市：龍徳西白寿会　　

○　講演　「悪徳商法にだまされない！」　

　　　　　   　　 　　　　　　　　　　　福岡県消費生活センター　　相談啓発課長　原　由公美　氏　

○　県老連事務局からの報告等

　・ 新任会長 6.5 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　10人　(新任会長12人）

　　 研修会 ○　説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動・現状等について」　　県老連事務局

○　意見交換

　・ 会長研修会 12.13 (木） 荒木観光ホテル 参加者　43人（県老連役員等含む）

～14 (金） （熊本市) ○　講演　「健康づくりと介護予防」

　　　　　　　　　　　　　　　　日本赤十字社熊本健康管理センター　保健師　　川島　和美　氏

○　県老連事務局からの報告等

　・ 福岡地区 6.13 （水 ） クローバープラザ ・参加者　　189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　「老人ｸﾗﾌﾞの現状・課題等について」　　県老連事務局

○　事例発表　　･宗像市　　・朝倉市　　・糸島市

　・ 北筑後地区 6.19 （火） 久留米市 ・参加者　　184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　「老人ｸﾗﾌﾞの現状・課題等について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・うきは市　　・広川町　　・大刀洗町

　・ 南筑後地区 6.22 （金） 大牟田市 ・参加者　  72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　「老人ｸﾗﾌﾞの現状・課題等について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・大木町　　・大川市

　・ 筑豊地区 6.28 （木） 飯塚市 ・参加者　   98人

穂波公民館 ○　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　「老人ｸﾗﾌﾞの現状・課題等について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・中間市　　・田川市

　・ 京築地区 6.7 （木） 行橋市 ・参加者 　 95人

ウィズゆくはし ○　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　「老人ｸﾗﾌﾞの現状・課題等について」　　県老連事務局

○　事例発表　　・みやこ町　　・築上町

○　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

平成30年度　事業実施状況（詳細）

期　日

○　地区・郡・市町村 7.19 （木） 大分県日田市 ・参加者　　47　人　（県老連役員等含む）

　　 老連事務局長研 ～20 （金） 浮羽 ○　講演　「高齢者の地域支援とボランティア」　

　　 修会 　　　　　　　　　　　　　　　西南学院大学人間科学部社会福祉学科　教授　　倉田　康路　氏

○　報告・説明　「老人ｸﾗﾌﾞの活動・課題等について」　　　県老連事務局

○　意見交換

  ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄ･ｺﾞﾙﾌ大会 9.13 （木） 岡垣町 ・参加者　　233人（選手）、　全327人

町民総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　　　　梅野　敏雄　（水巻町）　　　　　　　　　　

　　　　　　 　・準優勝　　　 　　大町　勝喜　（久留米市）　　　　　 　　　

　　　　　 　　・第３位　　　　　　国武　芳次　（うきは市）　　　　 　 　　　　　　

  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ大会 9.27 (木） 小郡市 ・参加者　40チーム、　全254人 

たなばた地域 ○　成績　　・優　勝　　　　　  垂水老人クラブ(上毛町）　　 

運動広場 　　　　　　 　・準優勝　　　　   岡垣南(岡垣町）

　　　　　　 　・第３位　　　　    尻高下（上毛町）

　　　　　 　　・第３位　　　 　   宇野西区(上毛町）

   ・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 10.18 （木） 春日市総合ｽﾎﾟｰ ・参加者　29チーム、　全218人

ﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　　　　慶寿会(田川市）　　 

　　　　　　 　・準優勝　　　　　　大刀洗町本郷(大刀洗町）

　　　　　　 　・第３位　　　　　　栄町（大野城市）

○ 「広報紙の作り方」 7.10 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　　68人

　　 研修会 ○　講演　「広報紙 de みんなニッコリ！！」～基礎から学び、魅力ある広報紙を発行しよう～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）フラウ代表取締役社長　　濱砂　圭子　氏

○　単位老人クラブでの広報紙発行状況

　 ・ アンケート結果の紹介　　　　　　　県老連事務局

　 ・ 事例発表　「老人会だよりの成果・課題」

　　　　　　　　　　　　　　　　　 久留米市高良内校区老人クラブ連合会会長　　宇野　惠　氏

○　紙面づくり初級講座

　 ・ ワードによる簡単な紙面のレイアウト　・写真撮影のポイント（初級編）　　県老連事務局

○　体力測定講習会 9.5 （水） 春日市 ・参加者　　109人（補助スタッフ含む）

総合スポーツセンター○　講義　「老人クラブの運動による健康づくり・介護予防」❝人生100年時代を健やかに❞

　　　　　　 「いきいきクラブ体操」をマスターしよう

　　　　　　 「高齢者向け体力測定」安全に実施し、普及するために　～体力測定の説明～

○　体力測定実技

　　　　　　　講義・実技全て　　　　　　　　　　　　　順天堂大学名誉教授　　武井　正子　氏

　・ 福岡地区 10.30 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　131人

　「３万人会員増強運動表彰式」

　　【会長表彰】　単位クラブ27団体　　　　　【特別賞】　6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

○　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　　・朝倉市　・筑前町

○　高齢者相互支援リーダー研修会

○　三大スポーツ大会
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行　事　名 場　所 内　　　　　容

平成30年度　事業実施状況（詳細）

期　日

　・ 北筑後地区 11.15 （木） 久留米市 ・参加者　121人　　　　　　　　　

シティプラザ 　「３万人会員増強運動表彰式」

　　【会長表彰】　単位クラブ23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

○　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　　・八女市　・小郡市

　・ 南筑後地区 11.22 （木） 大牟田市 ・参加者　80人

労働福祉会館 　「３万人会員増強運動表彰式」

　　【会長表彰】　単位クラブ 6団体　　　　　【特別賞】　7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

○　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　　・大牟田市　・柳川市

　・ 筑豊地区 10.24 （水） 飯塚市 ・参加者　75人

立岩交流センター 　「３万人会員増強運動表彰式」

　　【会長表彰】　単位クラブ17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

○　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　　・飯塚市　・田川市

　・ 京築地区 10.16 （火） 豊前市 ・参加者　128人

豊前市役所 　「３万人会員増強運動表彰式」

　　【会長表彰】　単位クラブ 7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

○　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　　・吉富町　・苅田町

○ 女性リーダー研修会 11.8 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　255人

○　講演　「超高齢社会で女性が活躍するために」　　

　　　　　　　一人になるまでどういきるか、一人になったらどう生きるか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月間生涯学習通信「風の便り」発行人　　三浦清一郎　氏

〇　事例発表　　　・大牟田市　　・飯塚市　　・朝倉市

○　「健康をすすめる 11.30 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　189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

○　講演　「高齢者の交通事故防止」　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県警察本部交通企画課　安全教育係　　後藤　恵　氏

○　講演　「❝からだ❞に訊く～健康づくりの本質～」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康運動指導士　　　　　　　 山ノ内孝治　氏

〇高齢者相互支援推 1.22 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　57人

　進事業事務説明会 〇　事務説明　　　　　　　　　　　　県老連事務局

○　ｼﾆｱｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴ 2.7 (木） 福岡市民体育館 ・参加者 　121人

     ｰｼｮﾝ活動講習会 　　ソフトダーツ、マンカラ、ラダーゲッター、室内ペタンクの4競技

　　及びノルディックウォーキングの紹介

〇　第1回理事会 5.30 （水） 全社協 〔議題〕

○　平成29年度事業報告について

○　平成29年度決算について

【全老連】
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行　事　名 場　所 内　　　　　容

平成30年度　事業実施状況（詳細）

期　日

〇　第2回評議員会 3.12 （火） 全社協 〇　平成31年度事業計画（案）について

〇　平成31年度収支予算（案）について

〇　評議員の補充選任について

〇　会長・事務局長 2.4 （月） 全社協 〔議題〕

　合同会議 ～2.5 （火） 〇　厚生労働省説明「地域包括ケアシステムをめぐる最近の動向について」

○　基調説明「平成31年度全老連事業等について」

　　　　　　　　　「老人クラブ『100万人会員増強運動』の取り組みについて」

○　講演「高齢期のフレイル予防」　　東京大学高齢社会総合研究機構教授　飯島 勝矢　氏

○　その他　　報告　　女性委員会報告　　全体会　　　　等

〇　女性代表者会議 5.15 （火） 全社協 〔議題〕

○　基調説明　「平成30年度全老連事業の重点について」　　　　全老連事務局

○　報告　「平成29年度女性リーダーに関する活動報告」　「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」

○　情報交換

〇　事務局長会議　　  7.2 （月） 全社協 〔議題〕

　　 ～3 （火） ○　厚生労働省説明　「高齢者関連施策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　　・埼玉県　　・石川県　　・香川県

○　分散会

○　老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 8.7 （火） 全社協 ・参加者　1人

　　 中央ｾﾐﾅｰ 　～8 （水） 　テーマ：新規クラブを立ち上げよう！ 解散クラブを防ごう！

○講演　「仲間づくりは、地域づくり」（仮題）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本大学文理学部社会福祉学科　教授　　諏訪　徹　氏

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

○　全国女性リーダー 10.11 (木） 全社協 ・参加者　4人

　　 セミナー ～12 (金) ○　報告、事例発表、行政報告、ワークショップ（女性の視点を生かした自助・共助～高齢者　

　　の仲間づくりを通じて考える防災）、全体会

○　第47回全国老人 12.4 （火） 沖縄県宜野湾市 ・参加者　35人

　　 ｸﾗﾌﾞ大会 ～6 （木） ○　全老連会長表彰

　　　　・育成功労表彰　　　　　　 　　 　大竹信子、　　安部一正、　　野口興一郎

　　　　・優良老人ｸﾗﾌﾞ表彰　　　 　　　 錦ヶ丘老人クラブ（みやこ町）

　　　　・優良老人ｸﾗﾌﾞ連合会表彰　　那珂川市シニアクラブ連合会、　吉富町寿会連合会

○　活動交流部会（第1部会～第4部会）、講演、式典

○　在宅福祉を支え 1.30 (水） 全社協 ・参加者 2人

　　る友愛活動セミナー ～31 (木) ○　行政報告、基調報告、活動報告、分散会・全体会

○　講演　「地域支え合いにおける老人クラブへの期待」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県立保健福祉大学校　顧問　　山崎　美貴子　氏

○　健康づくり中央 2.20 (水） 神奈川県 ・参加者　2人

　　セミナー ～22 (金） 葉山町 ○　基礎講座、専門講座（7科目）、グループ学習、まとめ

○　九州ブロック 老人 7.5 （木） 鹿児島市 ・参加者　15人

    ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾀﾞｰ研修会 ～6 （金） 　メインテーマ：のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを

○　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

　　 「健康づくり・介護予防活動の推進」　「友愛活動（高齢者相互の支え合い）の推進」　

　　 「会員増強（100万人会員増強運動）の推進」

○　講演　「地域から世界へ」　　　　　　　鹿児島経済同友会代表幹事　　津曲　貞利　氏　

【九州ﾌﾞﾛｯｸ老連】
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行　事　名 場　所 内　　　　　容

平成30年度　事業実施状況（詳細）

期　日

○　連絡協議会 2.14 （木） 北九州市 ○　全老連説明について

～15 （金） ○　議題協議　Ｈ30年度事業報告及び決算、Ｈ31年度事業計画及び予算（案）

　　　　　　　　　 各県・指定都市老連からの提出議題　　他

○　事務局長会議 8.23 (木） 北九州市 ○　協議　各県･指定都市老連提出議題　

～24 (金) ○　実務情報交換

○　第18回ねんりん 11.23 (金） 糸島市 ・地域文化伝承ｺｰﾅｰ　北本町シニアクラブ（糸島市）「ミニ門松づくり」　

　　　ｽﾎﾟｰﾂ・文化祭 伊都文化会館 　　　　　　　　　　　　　　  自由が丘地区（宗像市）「凧づくりと紙トンボづくり」

・県老連会長表彰　129人   　　　　　　　・県知事表彰　16人　3クラブ

・記念講演　「大声と笑いで生きる明日への活力  」　　　　　　　　　　　　講談師　神田　紅　氏　 

○　第31回全国 11.2 (金） 富山市 ・参加者　9人　

　　 健康福祉祭 ～6 （火） 他      ・ ゲートボール　　 0人

     ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ　　3人  向井隆義（宗像市）、川﨑正良（糸島市）、喜多庸男（大川市）

 　　・ ペタンク 　　　　　 4人　上毛町宇野垂水（豊田利美、熊谷和雄、相良孝子、小川俊二）

　　・ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　　　　  2人

【国】

【県】
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