
行　事　名 場　所 内　　　　　容

【県老連】

○　監事監査 4.17 (木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成25年度事業執行状況及び決算

4.18 (金） ○　平成26年度老人クラブ体力測定講習会の実施について

　・　定時 5.27 （火） 吉塚合同庁舎 ・出席者　40人　・委任状提出　17人　計　57人　(会員数　58人）

・議長　　弓削広川町老連会長

〔議事〕

○　平成25年度事業実施状況について

○　平成25年度決算及び監査報告について

○　役員の選任（案）について

〔報告〕

○　平成26年度事業実施方針について

○　平成26年度予算について

　・　臨時 9.26 （金） 吉塚合同庁舎 ・出席者　47人　・委任状提出　9人　計　56人　(会員数　58人）

・議長　　野口岡垣町老連会長

[議事]

○役員（監事）の選任について

　・ 第14回 4.23 (水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　15 人　

〔議題〕

○　平成25年度事業実施状況及び決算について

○　平成26年度事業実施方針及び会計予算について

○　役員の選任（案）について

○　第3回定時社員総会について

　･ 第15回 5.27 (火） 吉塚合同庁舎 ・出席者　16人

〔議題〕

○　役員の選任（案）について

○　健康推進委員会委員の選任について

○　女性委員会委員の選任について

　・ 第16回 8,20 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　16人

[議題]

○臨時総会の開催について

○諸行事について

○会員代表者の変更届について

　・ 第17回 10.10 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者　15人

[議題]

○　平成26年度県老連会長表彰について

○　情報公開規程の制定について

○　平成26年度福岡県ねんりん・スポーツ文化祭

　・第18回 1.29 (木) 荒木観光ホテル ・出席者　16人

[議題]

○　平成26年度事業実施状況について

○　平成26年度会計予算の執行状況について

○　平成27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27年度行事計画について

○　理事会

平成　26 　年度　　事　業　実　施　状　況　 (詳細）

期　日

○　社員総会

3



行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

　・第19回 3.19 (木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成26年度事業実施状況について

○　平瀨26年度決算（見込み）について

○　平成27年度事業実施方針（案）について

○　平成27年度正味財産増減予算書（案）について

○　第4回定時社員総会次第（案）について

○　諸規程等の整備について

○　業務執行役員会 7.11 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○　平成26年度全老連会長表彰について

○　財産管理運用委員会 3.11 (水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　旧１円玉基金の運用について

○　今後の支出予定について

　・ 第1回 6.4 （水） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成26年度県老連健康推進事業実施計画について

○　第25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25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36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26年度三大スポーツ大会開催準備地元打合せ会について

　・ 第2回 8.28 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成26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26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 3.3 (火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ [議題]

○　平成26年度事業実施状況報告について

○　平成27年度県老連健康推進事業実施計画（案）について

　・ 第1回 5.29 （木） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　役員の選出

○　平成25年度事業

　・ 第2回 9.9 （火） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成26年度事業について

　・ 第3回 3.6 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ 〔議題〕

○　平成25年度事業実施報告について

○　平成26年度事業計画（案）について

○　100万人会員増強運動について

○　市町村老連 9.26 （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）  ・大野城市・上大利シニアクラブみどり会

　　　　　　　　　　　　　　　・糸島市・美咲が丘シニアクラブ（美咲会）

　　　　　　　　　　　　　　　・飯塚市・寿新生会

　（健康づくり活動部門）　・八女市・今福長寿会

　（ボランティア部門）　　　・福津市・宮司浜老人クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　・八女市老人クラブ連合会黒木支部

　　　　　　　　　　　　　　　　・飯塚市・若草会

○　講演　「介護保険制度について」　

　　　　　    福岡県保健医療介護部介護保険課　財政係長　田中洋二

○　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

　・ 新任会長 6.6 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者　10人　(新任会長 15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 12.18 (木） 嬉野市公会堂 参加者　47人

～19 (金） (嬉野温泉） ○　講演　「認知症の理解」

　　　　　　　　　　　　　　福岡県介護福祉士会　松尾　智子

○　事例発表　「新しい老人クラブづくりモデル事業」

　　　・筑紫野市　・八女市　・みやま市　・桂川町　・苅田町

　・ 福岡地区 　6.10 （火 ） クローバープラザ ・参加者　235　人

○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　　･糸島市　・宗像市　・糟屋郡

　・ 北筑後地区 6.27 （金） 久留米市 ・参加者　201　人　

文化センター ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　・筑後市　・八女市

　・ 南筑後地区 6.24 （火） 大牟田市 ・参加者　98　人

労働福祉会館 ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　　・みやま市　・大牟田市

　・ 筑豊地区 6.20 （水） 中間市 ・参加者　129　人

中央公民館 ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　　・i飯塚市　・田川市

　・ 京築地区 6.18 （水） 築上町 ・参加者　130　人

コミニュティセンター ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　・苅田町　

○　市町村老連 7.30 （木） 筑後川温泉 ・参加者　55　人　（事務局長　44人・役員　7人　・県老連事務局　4人）

　 　事務局長 ～31 （金） 花景色 ○　講演　「レクリェーション技術」　

　　　研修会 　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県介護福祉士会　　松本　千秋

○　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 7.25 （火） 福岡県 ・参加者　112人

自治会館 ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　　・春日市　・大野城市

　・ 北筑後地区 7.23 （水） 大刀洗町 ・参加者　132　人　　　　　　　　　

ドリームセンター ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　　・広川町　・大刀洗町

　・ 南筑後地区 7.18 （金） 大牟田市 ・参加者　69　人

文化会館 ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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

○　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　

○　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

　・ 筑豊地区 7.15 （火） 中間市中 ・参加者　111　人

央公民館 ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　　・宮若市　・嘉麻市

　・ 京築地区 7.4 （金） 苅田町 ・参加者　124　人

バンジープラザ ○　説明　「高齢者の福祉について」　　県福祉総務課職員

○　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　　・築上町　・豊前市

  ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 9.19 （水） 岡垣町民 ・参加者　192人

　　大会 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ○　成績　　・優　勝　　　　福田初次(久留米市）

　　　　　　 　・準優勝　　　 樺島四男美(みやま市）

　　　　　 　　・第３位　　　　鬼木栄一(筑紫野市）　　

  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ大会 10.15 (水） 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　　　　　下築城（築城町）

   ・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 10.23 （木） 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　　　　さくらクラブ(田川市）　　 

　　　　　　 　・準優勝　　　　杷木(朝倉市）

　　　　　 　　・第３位　　　　大任町老連(大任町）

○　広報誌づくり 8.30 （金） ｸﾛｰﾊﾞｰプラザ ・参加者　120　人　･機関誌　26　ｸﾗﾌﾞ

　　 研修及び ○　講演　「誌（紙）面構成」を考えよう。　　編集ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ　梶原　昴　氏

　　 ｺﾝｸｰﾙ ○　講演　「写真の撮り方・使い方」　　山田　憲勝　氏

○　ｺﾝｸｰﾙ　　・優勝　　筑紫野市老連、宗像市老連　　・第3位　水巻町老連

　　　　　　　　 ・努力賞　　春日市老連　、須恵町老連

　　　　　　　　 ・アイデア賞　　那珂川町シニア連、新宮町老連、久留米市老連

　　　　　　　 　・手づくり賞　　みやま市老連、中間市老連

○　体力測定 9.3 （水） えーるピア久留米 ・参加者　158人

　　 講習会 ○　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

6



行　事　名 場　所 内　　　　　容期　日

○　女性委員会２０周年の 11.7 (金） ｸﾛｰﾊﾞｰプラザ 参加者　334人

　　　つどい ○　女性委員長報告　　　女性委員会委員長　佐藤シヅカ

○　講演「笑って元気～いい汗・いい顔・いい仲間～」　　　矢野大和

○　事例発表　　　宮若市老連、築上町老連

○　アトラクション

　　①京築地区（苅田町老連）　　寿祝い唄、お梶

　　②北筑後地区（久留米市老連）　久留米そろばん踊り、久留米つつじ音頭

　　③南筑後地区（みやま市老連）　　フラダンス（想い出の島、プアリリレファ）

　　④福岡地区（大野城市老連）　　おどり”まつり”

　　⑤筑豊地区（直方市老連）　直方日若踊り

○　「健康を進める 11.28 （金） 大野城まどかぴあ ・参加者　193人

　　運動」推進研修会 多目的ホール ○　講演　「悪質商法にだまされない」　

　　　　　福岡県消費生活センター　消費生活専門相談員　森村　純子

○　講演　「自然である”からだ”との付き合い方」～眠っている力を引き出す～

　　　　　健康運動指導士　　山ノ内　孝治

　　・第1回 6.18 （水 ） 全社協 〔議題〕

○　平成25年度事業報告

○　平成25年度決算について

○　評議員の補充選任について

〇　理事及び監事の選任について

　　・第2回 3.18 (水） 全社協 〔議題〕

○　平成26年度収支補正予算（案）について

○　平成27年度事業計画（案）について

○　平成27年度収支予算（案）について

○　評議員の補充選任について

○　会長会議 12.1 （月 ） 全社協 ○　基調講演　「地域福祉活動と老人クラブ」　　　全老連会長　斉藤十郎

-2 （火） ○　基調講演　「平成27年度の事業方針等」について　　全老連事務局長　小野喜彦

○　活動発表・意見交換　「老人クラブ１００万人会員増強運動の取り組みについて」

○　行政説明　「高齢者をめぐる交通事故の現状・高齢者の交通安全対策」　警察庁交通局　岡田宗久

　 ○　行政説明　「介護保険制度の改正と老人クラブに期待すること」　厚生労働省老健局　高橋謙司

○　基調説明　「新地域支援事業に向けての行動提案について」　全老連常務理事　齊藤秀樹

○　女性委員会報告　全老連副会長・女性委員会委員長　駒場玲子

　  ・第1回　　  6.30 （月） 全社協 〔議題〕

　　 -7.1 （火） ○　基調説明「老人クラブ１００万人会員増強運動」について　　全老連事務局長　小野喜彦

○　事例発表　　「会員増強運動の取り組み」　徳島県、鹿児島県、札幌し

○　厚生労働省説明「介護保険制度の改正」

○　老人クラブ損害賠償責任保険の新規募集開始について

　・第2回 2.10 (火） 全社協 〔議題〕

○　厚生労働省説明　「介護保険制度の改正と老人クラブに期待すること」　老健局　稲葉好晴

○　基調説明　「新地域支援事業に向けての行動提案について」　全老連常務理事　齊藤秀樹

○　基調説明　「平成27年度事業計画・概算予算案等について」

○　老人クラブ傷害保険・賠償責任保険について

【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

　　・第１回 5.21 （水） 全社協 〔議題〕

〇　高齢消費者被害の撲滅に向けた取り組み

○　「１００万人会員増強運動」について

〇　全老連女性委員会設立２０周年記念事業「泣いて、笑って、昭和の子育て」について

○　老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 6.2 （月） 全社協 ・参加者　2人   福岡地区１人、京築地区１人　

　　 中央ｾﾐﾅｰ 　　‐.3 （火）

○　全国老人ｸﾗﾌﾞ 11/13 （火） 大分県 ・参加者　59人

　　 大会 ～14 （水） （別府市） ○　全老連会長表彰

　　　　・育成功労者　　　　　田方岳真、中村　宏、大渕直行

　　　　・優良老人ｸﾗﾌﾞ　　　　原町長寿会（粕屋町）

　　　　・優良市町村老連　　大川市老人クラブ連合会

　　　　・永年勤続表彰　　久保恒男

○　活動交流会　いきいきコーラス　28名　（豊前市老連）

○　第26回全国女性 10.21 (火） 全社協 ・参加者　2人

　　　ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ -22 (水) 〇　基調報告　・事例発表・情報交換

○　講演　「老人クラブに期待する高齢消費者被害防止」　

　　　　　　　　全国消費生活相談員協会常務理事　　柳川淑子

〇　友愛ｾﾐﾅｰ 1.14 （木） 全社協 ・参加者　２人　

　　 全国交流集会 -15 （金） ○　基調報告、活動事例、情報交換

○　講演「高齢者の暮らしを支える地域の取り組みについて」

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県宍栗し社会福祉協議会事務局長　　山本正幸

○　健康づくり 3.2 （水） 神奈川県 ・参加者　２人　

　　 中央ｾﾐﾅｰ -3.4 （金） 葉山町

○　 老人ｸﾗﾌﾞ 7.9 （水） 沖縄県 ○　台風８号の影響により中止

      ﾘｰﾀﾞｰ研修会 -10 （木）

○　事務局長会議 8.7 (木） 鹿児島市 ○　台風１１号影響により中止

-8 (金)

○　会長会議 2.19 (木） 宮崎市 ○　中央情勢について　　　　　　　全老連事務局長

-20 (金) ○　議題協議（27事業計画及び収入支出予算(案）について、26事業報告及び収入支出決算見込

　　(案）について、役員選任について、27九州ブロックリーダー研修会開催要項(案）について等）

○　第14回ねんりん 11.8 (土） そぴあ新宮 ・地域文化伝承ｺｰﾅｰ　新宮町　「竹細工他の紹介・実演・体験」　　久山町　「しめ縄政策」　

　　　ｽﾎﾟｰﾂ・文化祭 （新宮町） ・県知事表彰　37人、11老人ｸﾗﾌﾞ

・県老連会長表彰　131人

・記念講演「キラキラ輝く人生のために」　女優　あき竹城

○　第27回全国 10.3 (金） 宇都宮市 ・参加者　23人　

　　 健康福祉祭 -7 （火） 他 　　　・ ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ　　 　若葉台チーム（春日市）・高陽チーム(岡垣町）

       ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ　  繁谷完兒（築上町）、的場欽一（宗像市）

　　  ・ ﾍﾟﾀﾝｸ　　　　     い牟田チーム（鞍手町）　　　　　　　　　

　　　・ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ　　　　5人

○　女性代表者会議（旧女性委員会総会）

【国】

【九州ﾌﾞﾛｯｸ老連】

【県】
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