
行　事　名 場　所 内　　　　　容

【県老連】

○　監事監査 4.15 （月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成30年度事業執行状況及び決算
〇　第8回定時社員 5.24 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　43人　・委任状提出　12人　計　55人　(正会員数　57人）
　　 総会 ・議長　　竜口雅博　福津市シ連会長

〔議事〕
○　平成30年度事業実施状況について
○　平成30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　（・令和元年度事業実施方針 　・令和元年度正味財産増減予算）

　・ 第51回 4.24 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　16 人　
〔議題〕
○　平成30年度事業実施状況について
○　平成30年度決算及び監査報告について
○　理事の選任（案）について
○　第8回定時社員総会（案）について
○　福岡県老人クラブ会員増強運動実施要領（案）について
○　「3万人会員増強運動」に係る県老連会長表彰要綱の改正（案）について　
○　副会長の会長職務の代行順序（案）について
○　令和元年度正味財産増減予算書について

　･ 第52回 5.24 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　18人
〔議題〕
○　健康推進委員会委員の選任（案）について
○　女性委員会委員の選任（案）について
○　財産管理運用委員会委員の交代の報告について
○　その他（各種協議会・委員会等委員について）

　・第53回 8.20 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　17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　全国老人クラブ大会への追加参加について
○　「老人クラブ100万人会員増強運動の総括」について
○　諸行事について　　　　　他報告等

　・第54回 9.19 （木） 吉塚合同庁舎 ・出席者　17人
〔議題〕
○　令和元年度 福岡県老連会長表彰について
○　「3万人会員増強運動」優良市町村老連・クラブ会長表彰について　
○　令和元年度「3万人会員増強運動」会長表彰の取り消しについて
○　「会員増強運動」に係る県老連会長表彰要綱の制定について

　・第55回 10.3 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　15人
〔議題〕
〇　「3万人会員増強運動」優良市町村老連・クラブ会長表彰について
○　公益社団法人福岡県老人クラブ連合会表彰規程及び（公社）福岡県老人
　   クラブ連合会会長表彰基準の改正について
○　第19回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭について
○　令和元年度 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）

○　理事会

令和元年度　事業実施状況（詳細）

期　日
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令和元年度　事業実施状況（詳細）

期　日

　・第56回 2.4 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　役員17人、地区老連事務局長5人
　（地区老連事務局 〔議題〕
　長合同会議） ○　令和元年度事業実施状況について（4月～1月）

○　令和元年度会計予算の執行状況について
○　令和2年度県老連事業計画策定方針・予算編成方針（案）について
○　令和2年度行事計画（案）について
○　役員推薦・選任内規（案）について
○　役員・各種委員会委員の推薦等（案）について　
○　令和2年度全老連の事業計画素案（抜粋）
○　意見交換（会員増強運動、県老連事業の在り方等）

　・第57回 3.17 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型肺炎のクラスター感染防止のため、書面同意により決議を省略。（定款第42条）
〔議題〕
〇　令和元年度事業実施状況について
○　令和元年度決算（見込み）について
○　令和2年度県老連事業実施方針（案）について
○　令和2年度正味財産増減予算（案）について
〇　九州ブロック研修会準備資金の積み立て（案）について
〇　事務局長の人事（案）について
○　第9回定時社員総会次第（案）について
○　令和2年度全老連事業計画等について
○　令和元年度 会長・副会長・常務理事職務執行報告について
○　令和2年度行事計画について

◯　業務執行役員 7.1 （月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕
   会 ○　令和元年度 全老連会長表彰（育成功労表彰等）の推薦について

○　令和元年度 全老連「活動賞」の推薦について
○　「100万人会員増強運動」に係る全老連会長表彰の推薦について
○　その他（令和元年度地区助成金等の配分明細について）

○　財産管理運用 3.5 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型肺炎のクラスター感染防止のため、書面同意により決議を省略。
   委員会 ○　関係規程について

○　基本財産の運用について
○　特定資産の積み立てについて

　・ 第1回 5.30 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕
○　令和元年度 県老連健康推進事業実施計画について
〇　令和元年度 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30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30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41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
○　第41回 福岡県老人クラブゲートボール大会競技規則並びに競技方法（案）について
○　令和元年度 三大スポーツ大会開催準備地元打合わせ会について
○　令和元年度 老人クラブ体力測定講習会実施要領（案）について
○　報告（平成30年度老人クラブ「高齢者向け体力測定」事業実施状況について）

　・ 第2回 8.30 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]
○　令和元年度 県老連三大ｽﾎﾟｰﾂ大会の役割分担（案）について
○　令和元年度 「健康をすすめる運動」推進研修会開催要領（案）について
〇　令和元年度 シニアスポーツ・レクリエーション活動講習会開催要領（案）について
○　福岡県老人クラブゲートボール大会開催要領の一部改正について
○　福岡県老人クラブゲートボール大会競技規則並びに競技方法の一部改正について

○　健康推進委員会
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令和元年度　事業実施状況（詳細）

期　日

　・ 第3回 2.28 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型肺炎のクラスター感染防止のため、書面同意により決議を省略。
○　令和元年度事業実施状況報告
○　令和２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 6.4 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕
○　令和元年度事業計画について
〇　平成30年度における市町村老連会員増強運動実績一覧等について
○　福岡県老人クラブ会員増強運動について

　・ 第2回 9.2 （月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕
○　令和元年度事業について
○　令和元年度女性リーダー研修会について
〇　「3万人会員増強運動」の実績と県老連会長表彰等について
○　全老連「老人クラブ100万人会員増強運動の総括」について

　・ 第3回 3.3 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型肺炎のクラスター感染防止のため、書面同意により決議を省略。
○　令和元年度事業実施報告について
○　「3万人会員増強運動」の結果について　　　　　　 
○　令和２年度事業計画（案）について　　　その他　　　　　　 

○　市町村老連 9.19 （木） 吉塚合同庁舎 ・出席者　61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）　　　　　　　　　　　　　　　・緒玉老人クラブ華玉会（八女市）
　（健康づくり活動・ボランティア活動）　　 　・弥生若生会（鞍手町）

　　 　（その他の活動）　　 　　　　　　　　　　　　　・三国校区老人クラブ連合会（小郡市）
○　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）　　・小竹町老人クラブ連合会
　　（単位老人クラブ）　　　　　　　　・上臼井東老人クラブ（嘉麻市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　・土師五老人クラブ（桂川町）　　　　
           　　　　　　　　　　　　　　　　 ・金辺老人クラブ（香春町）
○　講演　「目からウロコの安全・安心のまちづくり」　
　　　　　　～誰もができるときに、できることを、無理せず楽しみながら～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡県安全・安心まちづくりアドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱まちづくり計画研究所代表取締役　今泉重敏　氏
○　県老連事務局からの報告・説明等　　　　　　　　　　　県老連事務局

　・ 新任会長 6.11 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　11人　(新任会長15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 12.19 （木） ホテルセキア 参加者　46人（県老連役員等含む）

～20 （金） （熊本県南関町) ○　講演　「地域包括ケアと認知症予防への道」
　　　　　　　（一社）日本認知症予防学会副理事長　　西野病院院長　　　西野　憲史　氏
○　県老連事務局からの報告・説明等　　　　　　　　　　　　県老連事務局　　　　　　　

　・ 福岡地区 6.28 （金） クローバープラザ ・参加者　　164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　　･大野城市　　・篠栗町　　・筑前町

○　単位老人ｸﾗﾌﾞ新任会長研修会　

○　女性委員会

○　市町村老連会長研修会 　
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令和元年度　事業実施状況（詳細）

期　日

　・ 北筑後地区 6.18 （火） 久留米市 ・参加者　　181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　　・久留米市　　・小郡市　　・筑後市

　・ 南筑後地区 6.21 （金） 大牟田市 ・参加者　  85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　　・大牟田市　　・みやま市

　・ 筑豊地区 6.13 （木） 飯塚市 ・参加者　   77人
穂波交流センター○　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　「老人ｸﾗﾌﾞの現状・課題等について」　　県老連事務局
○　事例発表　　・飯塚市　　・嘉麻市

　・ 京築地区 6.7 （金） みやこ町 ・参加者 　 81人
中央公民館 ○　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　　・吉富町　　・豊前市

○　地区・郡・市町村 7.25 （木） うきは市 ・参加者　　42　人　（県老連役員等含む）
　　 老連事務局長研 ～26 （金） ふくせんか ○　講演　「地域活動と老人クラブ」　
　　 修会 　　　　　　　　シビルコンサルティングマネージャー　　福岡県まちづくり専門家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗｉｔｈ　Ｌａｂｏ 主催　　　　貞清　 潔　氏　
○　県老連事務局からの報告・説明等　　　　　　　　　　　県老連事務局
○　意見交換

　・ 福岡地区 7.22 （月） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　 84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　　・春日市　・宗像市

　・ 北筑後地区 7.18 （木） 筑後市 ・参加者　123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　「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　・大刀洗町

　・ 南筑後地区 7.30 （火） 大牟田市 ・参加者　73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　　・みやま市　・大木町

　・ 筑豊地区 7.9 （火） 飯塚市 ・参加者　79人
立岩交流センター○　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　「高齢者相互支援活動について」　　県老連事務局
○　事例発表　　・嘉麻市　・宮若市

　・ 京築地区 7.2 （火） 上毛町 ・参加者　160人
げんきの杜 ○　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　　・行橋市　・みやこ町

○　高齢者相互支援リーダー研修会
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令和元年度　事業実施状況（詳細）

期　日

○ 「広報紙の作り方」8.29 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　　79人
　　 研修会 ○　講演　「みんなが読みたくなる広報紙の作り方」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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　「こんな風に作って、活用しています」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮若市四郎丸老人クラブ福寿会会長　　大和　秀夫　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 （木） 久留米市 ・参加者　　115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」❝伸ばそう！健康寿命❞

　　　　　　 「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
○　熱中症予防情報「安全にスポーツをするために」
　　　　　　　講義・実技全て　　　　　　　　　　　　　順天堂大学名誉教授　　武井　正子　氏

  ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄ･ｺﾞﾙﾌ大会 9.26 （木） 岡垣町 ・参加者　　240人（選手）、　全331人
町民総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　　　　坂井　富輝　（志免町）　　　　　　　　　　

　　　　　　 　・準優勝　　　 　　吉田　幸一　（福智町）　　　　　 　　　
　　　　　 　　・第３位　　　　　　長沢　正行　（芦屋町）　　　　 　 　　　　　　

  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ大会 10.10 （木） 小郡市 ・参加者　40チーム、　全238人 
たなばた地域 ○　成績　　・優　勝　　　　　  宇野西区　（上毛町）　　 
運動広場 　　　　　　 　・準優勝　　　　   喜楽会　（みやま市）

　　　　　　 　・第３位　　　　    津福西長寿会　（久留米市）
　　　　　 　　・第３位　　　 　   中村B　（上毛町）

   ・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 10.25 （金） 春日市総合ｽﾎﾟｰ ・参加者　26チーム、　全202人
ﾂｾﾝﾀｰ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　　　　薦野（古賀市）　　 

　　　　　　 　・準優勝　　　　　 西青木（久留米市）
　　　　　　 　・第３位　　　　　　慶寿会（田川市）

　・ 福岡地区 11.28 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　151人
　「3万人会員増強運動表彰式」
　　【会長表彰】　単位クラブ26団体　　　　　【特別賞】　5団体
　　【優良市町村老連・優良クラブ会長表彰】　市町村老連1団体　単位クラブ4団体
○　講演　「薬局の果たす役割」　　　　　宗像薬剤師会　副会長　　　　安東恵津子　氏　　
〇　事例発表　　　・那珂川市　　・古賀市

　・ 北筑後地区 11.13 （水） 小郡市 ・参加者　117人
生涯学習センター　「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】　5団体
　　【優良市町村老連・優良クラブ会長表彰】　単位クラブ5団体
○　講演　「防災への備え」　日本赤十字社福岡支部救護・福祉係長　　福岡大輔　氏　
〇　事例発表　　　・八女市　　・広川町

○　三大スポーツ大会

○　地区女性リーダー研修会



行　事　名 場　所 内　　　　　容

令和元年度　事業実施状況（詳細）

期　日

　・ 南筑後地区 11.21 （木） 大牟田市 ・参加者　97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8団体 　　　　　【特別賞】　なし
　　【優良市町村老連・優良クラブ会長表彰】　単位クラブ1団体
○　講演　「ニセ電話詐欺被害防止について」　　
　　　　　　　　　　　　　　 大牟田警察署　生活安全課防犯係　巡査長　　古賀美智子　氏
〇　事例発表　　　・大川市　　・みやま市

　・ 筑豊地区 11.6 （水） 飯塚市 ・参加者　133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】　市町村老連1団体、単位クラブ22団体 　　　　　【特別賞】　3団体
　　【優良市町村老連・優良クラブ会長表彰】　市町村老連1団体　単位クラブ2団体
○　講演　「フレイルって何？」　　飯塚病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部　技師長　　 井本俊之　　氏　　
　　 講演「知ってほしい転倒リスクと予防法」
　　　　　　　　　　　　　        飯塚病院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部整形ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ　　  有吉大亮　　氏
〇　事例発表　　　・水巻町　　・嘉麻市

　・ 京築地区 10.29 （火） 吉富町 ・参加者　122人
老人福祉センター　「3万人会員増強運動表彰式」

　　【会長表彰】　単位クラブ11団体 　　　　　【特別賞】　1団体
　　【優良市町村老連・優良クラブ会長表彰】　単位クラブ1団体
○　講演　「最近の脳梗塞治療　～寝たきりの高齢者を少なくする為に～」　　
　　　　　　　　　新行橋病院副院長　兼　脳神経外科主任部長　　　　　　赤池裕司　　氏
〇　事例発表　　　・行橋市　　・みやこ町

○　「健康をすすめる 12.5 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　211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　　　　　安部　創一郎　氏
○　講演　「お口のエクササイズで！お口の健康度アップ」
　　　　 福岡県歯科衛生士会口腔機能管理認定歯科衛生士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福岡県歯科衛生士会常務理事　　　　　　　 古賀　直子　氏

〇100万人会員増強 1.8 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〇　伝達式　3団体　（全国老人クラブ大会に全受賞団体掲載）
　運動表彰伝達式 〇　座談会　17団体24人出席（事務局含む）
　会員増強運動優良 　　・春日市シニア連・水巻町老連・ひかりヶ丘シニアクラブ・横馬場クラブ・鑓水クラブ
　団体座談会 　 　　・大谷慶人クラブ・明生会・光陽台3区ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ若葉会・桜山手区ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ桜寿会

　　・長寿会・大板井2区老人ｸﾗﾌﾞ喜楽会・八町牟田上老人ｸﾗﾌﾞ・新町ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ
　　・悠悠会・百合野平成会・中央区ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ・高良内校区老連

〇高齢者相互支援推1.21 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　66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 2.6 （木） 福岡市 ・参加者 　130人（指導員含む）
     ｰｼｮﾝ活動講習会 市民体育館 　　ソフトダーツ、ラダーゲッター、ニチレクボール（室内ペタンク）の3競技

　　及び骨密度測定、血管年齢測定

◯　評議員会
〇　第1回 6.18 （火） 全社協 〔議題〕

○　平成30年度事業報告について
○　平成30年度決算について　　　　他

【全老連】
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〇　第2回 3.11 （水） 全社協 ・新型肺炎のクラスター感染防止のため、書面同意により決議を省略。
〇　令和２年度事業計画（案）について
〇　令和２年度収支予算（案）について
〇　評議員の補充選任について　　　　　　　○その他

〇　代表者会議 1.29 （水） 全社協 〇　厚生労働省説明　「地域包括ケアをめぐる最近の動向について」
（会長、女性代表者、～30 （木） 灘尾ホール ○　基調説明　・100万人会員増強運動の総括　・分担金の見直し　・令和2年度全老連事業　等
 事務局長対象） 〇　活動報告　「100万人会員増強運動」(札幌市丸山西町幌見会)、「友愛活動」(徳島県老連)　

○　講演　「社会参加は健康長寿の秘訣」
　　　　　　　　　　　　千葉大学 予防医学センター社会予防医学研究部門教授　近藤克則　　氏　
○　女性委員会報告　　　　　○全体会、まとめ

〇　事務局長会議　　  7.31 （水） 全社協 ○　厚生労働省説明　「高齢者関連施策の動向と老人クラブに期待すること」
　　 ○　基調説明　・老人クラブ「１００万人会員増強運動」の総括と今後に向けた取り組みについて

　　　　　　　　　　・分担金および事業等の見直しについて　　・老人クラブ保険の制度改正等について

○　全体会
◯　活動推進員等 8.27 （火） 全社協 ・参加者　1人
　　 職員セミナー ○基調説明　・令和元年度事業の取り組みについて　・老人クラブ保険について

○活動報告　　横浜市、東京都、千葉県、大阪府　　　　　　　○分散会　　　　　○全大会
○　第48回全国老人11.25 （月） 埼玉県さいたま市・参加者　18人
　　 ｸﾗﾌﾞ大会 ～27 （水） ○　全老連会長表彰

　　　　・育成功労表彰　　　　　　 　　 　城戸幸雄、　　中島敏之、　　松﨑重治
　　　　・優良老人ｸﾗﾌﾞ表彰　　　 　　　 赤間クラブ（宗像市）
　　　　・優良市町村老連表彰　　　　　広川町老人クラブ連合会、　芦屋町老人クラブ連合会
○　老人クラブ100万人会員増強運動表彰

　 　　　　・大谷慶人クラブ（宗像市）　・ひかりヶ丘シニアクラブ（宗像市）　・明生会（太宰府市）
　 　　　　・光陽台３区シニアクラブ若葉会（福津市）　・桜山手区シニアクラブ桜寿会（新宮町）

　　　　・第一弥生会老人クラブ（久留米市）　・横馬場クラブ（久留米市）　
　　　　・鑓水クラブ（久留米市）　・長寿会（久留米市）　・竹野校区第２老人クラブ（久留米市）　
　　　　・大板井２区老人クラブ喜楽会（小郡市）　・八町牟田上老人クラブ（大木町）
　　　　・鶴松会（芦屋町）　・山田峠老人クラブ寿会（岡垣町）　・第一クラブ（行橋市）
○　活動交流部会

 　　   ・第1部会（高齢者の健康づくり・介護予防活動の推進）　　・第3部会（演じる部会）　
　　　 ・第2部会（高齢者の支え合い活動の推進）　　　          ○講演　　　　　○式典

○　高齢者の健康
づく

12.11 （水） 全社協 ・参加者　4人
　　り・生活支援ｾﾐﾅｰ～13 （金） 灘尾ホール ○　基調説明、専門講座（健康、地域支え合い）、事例発表、グループ学習、まとめ

○　九州ブロック 老人 7.4 （木） 北九州市 ・参加者　16人
    ｸﾗﾌﾞ ﾘｰﾀﾞｰ研修会 ～5 （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　「５か年の会員増強運動と今後の方向」について　　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　「脳卒中のお話」　　（一財）平成紫川会　小倉記念病院病院長　　永田　　泉　氏　

○　連絡協議会 2.13 （木） 熊本県 ○　全老連説明について
～14 （金） ○　議題協議　令和元年度事業報告及び決算、令和２年度事業計画及び予算（案）

　　　　　　　　　 九州ブロック老人クラブリーダー研修会について　　他
○　事務局長・担当 8.22 （木） 大分県別府市 ○　協議　各県･指定都市老連提出議題　
　　 者会議 ～23 （金） ○　実務情報交換

○　第32回全国 11.8 （金） 和歌山市 ・参加者　12人　
　　 健康福祉祭 ～12 （火） 他      ・ ゲートボール　　 5人　慶寿会（田川市）：有馬正浩、圖師昭夫、穴倉信彦、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穴倉美代子、西カツ子
     ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ　　3人  梅野敏雄（水巻町）、大町勝喜（久留米市）、国武芳次（うきは市）

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

○　第19回福岡県ね11.30 （土） 中間市 ・地域文化伝承ｺｰﾅｰ　中間市南校区老人クラブ（中間市）「草鞋づくり」　
　　 んりんｽﾎﾟｰﾂ・文 なかまハーモニー　　　　　　　　　　　　　　  上西郷シニアクラブ（嘉麻市）「しめ縄づくり」
　　 化祭 ホール ・県知事表彰　　16人　、　7クラブ　　　　　　　　・県老連会長表彰　123人   

・記念講演　「 苦しみを笑いに変えた野球人生 」　　　　　プロ野球解説者　達川光男　氏　 

【九州ﾌﾞﾛｯｸ老連】

【県】

【国】


