


  

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度から 5年間、全老連の呼びかけに応じて「福岡県老人クラブ 3万人会員増

強運動」に取り組んで参りました。皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。 

しかし、皆様の並々ならぬご尽力にもかかわらず、クラブ数・会員数ともに、減少に

歯止めをかけることはできませんでした。 

 一方で、うれしいことも沢山ありました。5 年間合計で会員が増加した市町村老連は

2、会員が 2 倍以上になった単位クラブは 13、5 年間連続で会員が増加した単位クラブ

は 15（うち 4クラブは会員倍増の 13 クラブに含まれる。）、新設・復活も 104 クラブに

上ります。また、単年度毎のデータで見ると、会員が増加した市町村老連は延べ 36、単

位老人クラブは延べ 3,736、このうち延べ 400 クラブでは単年度で 15％以上会員が増え

ております。 

 

 超高齢社会において、高齢者のみなさんが生きがいを持って、住み慣れた地域で自分

らしく安心して暮らしていくためには、会員増強を一層進めていくことが必要です。多

くの高齢者のみなさんが老人クラブに集い、一緒に活動することによって、居場所とと

もに、健康で心の安らぎと充実感を育むことができますし、自分にできる範囲で、仲間

と共に助け合い・支え合うこともできます。 

 また、会員増強は支え合いの地域づくりでもあります。人と人とのつながりが薄くな

り、地域の絆がなくなりつつある今、老人クラブの支え合いの精神と元気こそが、地域

の絆を取り戻し、助け合い・支え合いの地域を蘇らせることができるものと固く信じて

います。 

 このたび日本老年学的評価研究の研究データから、身近な組織やグループに参加・活

動することによって、高齢者の健康にプラスの影響を与えることが明らかになりました。

老人クラブの仲間と集い、はつらつと楽しく元気に活動することで、社会もまた、明る

く活力に満ちたものになります。 

 

 県老連では、会員増強運動の 5 年間ですばらしい成果を上げられた市町村老連や単位

老人クラブにアンケート調査をお願いし、また座談会を開催して意見を交換していただ

きました。この小冊子は、そのアンケート調査と座談会からお役にたてる情報をまとめ

たものです。 

 

 会員増強は永遠の課題です。このため県老連では「福岡県老人クラブ会員増強運動実

施要領」を定め、令和元年度から新たな会員増強運動に取り組んでおります。この小冊

子が、皆様の仲間づくりのお役にたてるよう願っております。 

 

と び う め ク ラ ブ 福 岡 

（公益社団法人 福岡県老人クラブ連合会） 

              会長 坂元  博 

 

会員増強運動事例集 の発刊に寄せて 
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令和 2 年年明け早々の 1 月 8 日に、会員増強運動で目覚ましい結果を出されたクラブの皆さんにお集まり

いただいて、会員勧誘の方法や日頃の思いなどについて座談会形式でお話をしていただきました。 

紙面の関係でごくごく一部のお話に絞らざるを得ませんでしたが、参加された皆さんの思いが少しでも伝え

られればと思っています。 

 

（座談会は 3 班に分かれて行いました。） 

 

第 1 班 

春日市シニアクラブ連合会（井上事務局長） 

大谷慶人クラブ（熊会長、永戸顧問） 

長寿会（末次前会長） 

横馬場クラブ（吉田会長） 

悠悠会（近見前会長） 

県老連（坂元会長、松田） 

 

 

第 2 班 

水巻町老人クラブ連合会（荒谷会長） 

光陽台 3 区シニアクラブ若葉会（萩原会長） 

鑓水クラブ（穴見会長） 

大板井 2 区老人クラブ喜楽会（田中会長） 

百合野平成会（松尾会長、金山副会長） 

県老連（久保局長） 

 

 

第 3 班 

ひかりヶ丘シニアクラブ（馬場会長） 

明生会（久保会長） 

桜山手シニアクラブ桜寿会（前田会長） 

八町牟田上老人クラブ（野口会長） 

新町シニアクラブ（松原会長） 

中央区シニアクラブ（宮原会長） 

高良内校区老人クラブ連合会（宇野会長） 

県老連（桑原次長、奥村） 

 

 

<<概 要>> 

勧誘対象者の見つけ方 

⚫ 市のごみの推進員をしていたので、ごみを捨てに来る人に世間話や老人クラブの説明をした。 

⚫ 散歩中に出会った人と話をし、仲良くなってクラブの説明をした。 

⚫ 公民館のサークル活動も勧誘の場となる。 

⚫ 輪投げやダーツ等みんなが参加でき喜ばれる催しを増やしたらいい。 

⚫ 自治会主催の行事には積極的に参加して、未加入者と交流。 

⚫ 会員から親せきや友人を紹介してもらう。 

⚫ 子ども会の役員から情報をもらって、老人クラブを説明。 

 

 

 

会員増強運動優良団体座談会 
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⚫ 老人クラブ主催の年 3回の健康サロン・健康講座は効果がある。民生委員から見回り対象者にも参加を呼び

掛けてもらっている。 

⚫ 自治会や民生委員から情報を提供してもらっている。 

⚫ カラオケの練習会が好評で、3ヶ月に 1回は校区老連で発表会をしている。 

⚫ 女性同士の情報は大事。 

⚫ 住宅地図で未加入者をチェック。 

⚫ 会長自ら動いて集めた（行事への参加、朝夕の散歩）情報による「加入候補者リスト」作成が一番効果的だ。

但し、このリストは行事に参加した都度、情報の修正や追加などを行うことが重要である。 

⚫ 人それぞれ行動の時間帯が違うので、朝夕など時間帯の違う散歩による情報収集は効果がある。 

⚫ 秋の行事を未加入者向けの体験型参加費無料キャンペーンとして設定している。 

⚫ 校区でいくつかの趣味のサークルなどがあり、参加している会員が未加入で参加している高齢者へ声掛けす

る。 

⚫ 民生委員をしていたので一人暮らし世帯を把握しており、家にこもっている人には老人クラブがやっている

ことを話している。 

⚫ グラウンド・ゴルフ等で親しくなった人に入会のお誘いをしたりしている。 

⚫ 老人クラブ以外のサークルにも参加して、入会を呼び掛けている。 

⚫ 小学生と一緒に草むしりをしており、これに参加した人に 350 円のゴミ袋を二つあげてきっかけを作って

いる。 

⚫ 以前の勤務先からOBを紹介してもらって勧誘した。 

 

 

会員増強運動で効果的と思われること 

⚫ 加入促進の意識づけのため、5月と 10月に会員数の確認を行っている。 

⚫ 全老連の保険の加入月（4月と 10月）に合わせて加入促進を行っている。 

⚫ 加入のお誘いは家を訪問するのではなく、散歩中にあったりしたときに話をする。 

⚫ 未加入者向けの体験型参加費無料キャンペーンをちょっとお得な情報としてお知らせして参加を募り、加入

につなげている。 

⚫ 自治会長はほぼ老人クラブ対象者が多いので必ず入会していただき、イベントの時など機会あるごとに老人

クラブへの入会について話をしてもらう。自治会長の入会により対象者が入会してくれるという流れもある

ので、ここは重要だ。 

⚫ 公民館行事で月 1回講話をしており、とにかく公民館に出てきなさいと誘い、講話の後には体操、ゲーム（室

内でする G.G.、輪投げ、吹き矢等）をする。 

⚫ 夫婦で加入していないところが数軒あったため、そこをまず加入につなげた。 

⚫ 一度断られても、時間がたつと未加入者の状況も変化するので、加入につながることもある。 

⚫ 市の花いっぱい運動で花壇づくり等をした後老人クラブでぜんざい会をやり、その参加者がクラブに入って

きた。 

⚫ 子ども会や PTA のお母さんたちに老人クラブの楽しさを話し、カラオケや脳トレに子供を集めて楽しさを

PR、その子供や母親が老人クラブの楽しさを祖父や祖母に伝えながらクラブ加入を勧めてもらっている。 

⚫ やる気のある会長に変わってから、会員が一気に増えた。 

⚫ 人が集まる場所（資源ごみの回収場所など）で世間話などをしながら老人クラブのことも話す。ほとんど断

られるが、入ってくれそうな人を選んで再度丁寧に説明したら入会してもらえた。 

⚫ 元町内会長から紹介された未加入者の場合、かなり高い確率で入会につながった。 

⚫ 古紙回収をしていたが、平成 22 年から缶や瓶の回収を加えたことで町内会にシニアクラブへの認識が広ま

った。回収場所に古紙等を持ってこなかった一人暮らしの人たちには訪問して声掛けをし、地域から支持さ

れるようになった。 

⚫ グラウンド・ゴルフを始め、これを教えるなどでクラブ会員が会員を呼ぶ形で毎年６～7人増えた。 

⚫ 日帰り旅行に非会員を誘って入会につなげた。 

⚫ 「いきいきサロン」（老人クラブ主催で月 1 回開催。自治会全体の人が対象で無料）や「あったかサロン」

（社協主催で弁当代 250円）でのゲームや体操が喜ばれ、出席者が多い。 

⚫ 楽しいこと、嬉しいこと、面白いことが大事。体操等の後にも、必ずお茶やおつまみを準備してワイワイや

っている。 

⚫ 小学 1年生に昔遊びを教えたり、子どものグラウンド・ゴルフクラブに年 2回指導したりしており、それで

地域の人たちとのコミュケーションが取れるようになっている。 

⚫ 非会員も参加できる花見と餅つき大会が人気。 

⚫ 人が集まるときには食事を出す。胃袋をつかむのが効果的。 
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⚫ プライベートな時間に割り込むことになるので戸別勧誘はしない。対象とした人の日常の行動をよく観察し、

一番心を許しそうなタイミングで声掛けをする。 

⚫ 年会費 1,800円を、夫婦で加入の場合は 1,500円にしている。 

 

老人クラブの魅力づくり 

⚫ 老人クラブの基本は“外に出て人と接触すること”である。そしてそれを継続するには楽しくなければいけ

ない。会員の皆さんの意見も聞きながら運営することが一番大事だ。 

⚫ 町老連開催のグラウンド・ゴルフ（参加 100 名程度）やペタンク（120 名程度）、輪投げ大会（170 名程

度）が好評。町老連の農園（梅、イチジク）も好評。 

⚫ 輪投げやダーツ等、みんなが参加でき喜ばれる催しを増やす。 

⚫ 老連の行事にはごみ袋を、卓球大会では卵を参加賞とし、喜ばれている。 

⚫ 年 2回の歌声教室は一緒に脳トレもしており、参加者に喜ばれている。 

⚫ 誕生会は全員参加。年 2回やっていたが 3回に増やした。 

⚫ 定例会は全員参加。若い人はクラブ活動への関心が薄いので、必要性を説いている。 

⚫ 移動に際しては、町・社協・葬儀社・旅行社のバスを内容によって使い分けている。 

⚫ 会費の中から行事の際の記念品やごみ袋を贈呈し、会費を有効に使っているというイメージを持ってもらえ

るようにした。 

⚫ 自分で作った野菜を使って昼食を作り、100円で出したところ例会の参加者が大幅に増えた。 

⚫ 毎月の例会で行事の報告や予定の伝達、誕生会などをやっているが、その都度議事録を作成し会員全員に配

っている。 

⚫ 公民館がないため、行事の際はお寺の本堂や施設を使わせてもらっている。 

⚫ レンタルでカラオケセットを導入し、グループ単位で 1 回 1000 円で使ってもらったら非常に希望者が多

く、少々余剰金が出るのでそのお金をカラオケ大会の賞品代などに充てている。 

 

広報紙について 

⚫ 1月～3月に集中的に個別訪問し、校区老連が作成している広報紙（校区内 9単位クラブの行事と月 2回の

カラオケの練習（脳トレカラオケ）の案内や、折々のトピック等を掲載）を配布し、無理強いはせずに丁寧

にクラブの説明を行っている。 

⚫ 市老連が毎月発行している広報誌に毎回自分のクラブの記事を出してもらっている。 

⚫ 校区老連の広報紙を毎月発行。そのほかに月 1回校区内の会長会議をやるが、その内容はまとめて会員全員

に配っている。 

⚫ 総会でも行事予定は伝えるが忘れてしまう会員もおり、広報紙に載っている行事のお知らせを見ることで参

加率が上がるので、やはり広報紙の発行は重要だ。 

 

その他（事務局の感想など） 

⚫ 参加された老人クラブの組織体制については、役員以外に班長（ブロック長）を複数名設けているところが

多くありました。連絡網としても意思疎通にしても、班長がいることで取りまとめがしやすいと思いました。 

⚫ 社協のサロンが老人クラブ会員勧誘の妨げになっているという意見もありますが、サロンに老人クラブ会員

が参加してそこで親しくなりクラブへお誘いするという流れも実際に起こっているので、老人クラブとして

サロン活動をうまく活用していく方向で進むほうが、利点が大きいと思います。 

⚫ 自治会長や民生委員が会員になっているなど他団体等との関係をうまく作っているところは、

未加入者の把握や勧誘にも協力をもらえているところが多く、増強運動の大きなキーポイントに

なっていると思いました。 

⚫ 自治会等との関係がいいところは、自治会の配布物等と一緒にクラブの広報紙を全世帯に配布してもらえて

いるなど、会員増強にもいい影響を与えていると感じました。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 180.6％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26年 4月 1日） 31名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 32名 1名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 34名 2名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 40名 6名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 52名 12名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 56名 4名 

５年間増加数  25名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長 2 名（女性部長１名含む）、会計１名、ブロック長５名 

女性副部長１名、顧問１名、監事１名 

     役員会、三役会、ネットワーク会議を毎月開催。 

【事務局体制】役員全員で担当している。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

市町村、コミセンに対する取り組みはなし。 

民生児童員２名に対しては、入会してもらい会議メンバーとして参加情報を共有している。 

自治会には役員として、慶人会会長として出席し情報の共有をしている。 

※自治会行事の夏祭り、餅つき、敬老祝賀会等や福祉会、いきいき交流会、クラブ活動に当クラブ

として協力が必須。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

今年度から「縁側カフェ」の毎月実施に協力している。会員の参加が 2／３を占めている。 

福祉会の「いきいき交流会」にも参加、会員が２／３程が参加している。 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・会報誌「だるま新聞」の継続発行（330 号を超えてます） 

・役員会（月 1 回）、ネットワーク会議(※)（月 1 回）、清掃（月 1 回）について毎月会議を開催し、情

報の伝達収集を行っている。 

※「愛の一声運動」を実施しているブロック長の会議 

 

     【結成区域】 宗像市赤間西校区  

【会長名】  熊  昌弘       【市町村老連名】 宗像市シニアクラブ連合会  

【会 員 数】 56名（男性 27名/ 女性 29名） （高年 28名/ 若手 28名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

大谷慶人クラブ 
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単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・総会（3 月中旬）・花見会（4 月初旬）・慶人祭（6 月中旬）・忘年会（12 月中旬）・新年会（1 月中旬） 

 以上主な年間行事として開催。会員はすべて２／３以上参加あり。 

 

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪いなど

の理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされています

か？ 

・会員同士の送迎をしている。（公民館～グラウンド・ゴルフ、ペタンク会場他） 

・会員の家族の方から送迎してもらう。 

・タクシー（介護タクシー）で送迎。―公民館で開催（車いすで移動）の場合 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？ 

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

月２回（だるま新聞、連絡表の配布） 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員に配布。但し、町内会での 1 か月に 1 回の公報配布時に、他の回覧文書と一緒に全世帯に回覧

し、情報の共有をしています。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

老人クラブ活動の実績報告と来月の予定（シニア連、西老連、コミセン、自治会） 

新入会者があれば、その方の紹介 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

平成 30 年度までは会長が作成。 

令和元年（平成 31 年度）からは広報担当が作成。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等を作成している。  

・増強運動の１～２年目は、年当初に自治会回覧版で会員募集の文書を回覧。 

・自治会のサークルで、シニアクラブの勧誘を行った。 

・３年目は、対象の高齢者の自宅を自治会役員や友人を通じて、訪問して勧誘活動を実施した。 

・３～５年目については会員の配偶者で未加入の方に呼びかけ、加入してもらった。 

・最終年には自治会及び福祉会の役員を勧誘してシニアクラブに加入してもらった。 

・未加入の配偶者を入会させるとき「同意書」を作成。まず役員の配偶者から加入を率先・優先させた。 

・全国老人クラブ保険の加入手続き開始時（3 月、10 月）に加入を促進した。 

※ ｢大谷慶人クラブ会員募集について｣を作成。（別添資料あり） 

※ 会員増強運動の取り組みを単位クラブ内で情報を周知している。（別添資料あり） 

※会員増強は、一個人、一会長だけで達成できるものではありません。 

会員一人一人が「老人会」は楽しいことがある、会に入っていれば「こんなこと、あんなこと」もあ

ることを、自分の知人・友人に話してもらうことが一番大切です。 
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取り組みの成果はどうでしたか？ 

・最初の頃は、回覧板だけでの勧誘活動だったため、反応が今一つで入会が少なかった。 

・３年目からは、自分たちで積極的に行動して、友人、知人、未加入の配偶者、自治会等の巻き込み 

に成功して、毎年会員増加ができた。 

・女性会員の増加により活性化が図られたと思う。 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 229.0％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26年 4月 1日） 31名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 32名 1名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 37名 5名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 45名 8名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 60名 15名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 71名 11名 

５年間増加数  40名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長 1名、女性部長１名、会計１名、顧問２名 

【事務局体制】役員全員で担当している。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

無し 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

無し 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

 

 ・手作りの食事会 

 

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪いな

どの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされてい

ますか？ 

 

 ・お互いに車で送迎されています。 

 

 

     【結成区域】 宗像市河東校区      

【会長名】  馬場 良江         【市町村老連名】 宗像市シニアクラブ連合会  

【会 員 数】 ７１名（男性 2９名/ 女性 ４２名） （高年 １４名/ 若手 ５７名） 

（平成３１年４月１日現在） 

ひかりヶ丘 
 シニアクラブ 
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単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

広報紙というほどではありませんが、自治会、シニア連からの連絡等は知らせています。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

連絡 月１回 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員に配布。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

 月例会に参加した会員による勧誘活動の結果だと思います。 

 次のような取り組みを行い、会員間の融和・親睦を深めるとともに、新規会員の勧誘に努めています。 

・クラブの月例会を毎月第３火曜日に開催（全員参加） 

（内容は、手作り昼食会、体操、歌唱、活動報告、次月活動報告） 

・月例会欠席者の自宅には、月例会資料を近くの会員が配布し、見守りを兼ねている。 

・「花いっぱい運動」を年２回開催している（全会員が参加）。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・クラブの中に同じ趣味を持った者の同好会が立ち上がり、会員増加につながった。 

（ボウリングクラブ、カラオケクラブ、ラジオ体操クラブ） 

 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 
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10



 

※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 124.1％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26 年 4月 1 日） 54名 - 

１年目（平成 27 年 4月 1 日） 57名 3 名 

２年目（平成 28 年 4月 1 日） 60名 3 名 

３年目（平成 29 年 4月 1 日） 62名 2 名 

４年目（平成 30 年 4月 1 日） 65名 3 名 

５年目（平成 31 年 4月 1 日） 67名 2 名 

５年間増加数  13 名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長 2 名、女性部長１名、文化部長１名、会計１名 

 【事務局体制】役員全員で担当している。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

長浦台・自治会・自治会配布書類に便乗して広報配布 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

無し 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・明生会は毎月第二日曜日を例会日と決め、１１時～１３時を目安として実施している。出席率は年間

通して平均７４％です。 

 毎月例会資料作成、内容は新入会員の紹介、行事、大会等の成績、経過報告、行事予定等 

・当月誕生日の会員をお祝いし赤飯贈呈、レイを掛けてあげます。 

・３ヶ月に１回のローテで講師を招き、講話を開催している。（福岡、太宰府の歴史等） 

・前期・後期にそれぞれ１回日帰り旅行を実施している。 

・太宰府市太寿連の行事に参加（ペタンク、ダーツ、グラウンド・ゴルフ等） 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・月例会 

    【結成区域】 太宰府市西小校区長浦台  

【会長名】  久保  通         【市町村老連名】 太宰府市長寿クラブ連合会  

【会 員 数】 67名（男性 34名/ 女性 33名） （高年 57名/ 若手 10名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

明 生 会 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪いなど

の理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされています

か？ 

 

・会員で民生委員 2 人に協力してもらって居ります。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

三か月毎発行 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

団地全域 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

添付資料のとおり。 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

副会長（男・女） 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシを作成 

・増強運動に対する特別な組織は作っていないが、今までの経験をもとに加入のお誘いのマニュアルを 

整理した。 

・会長・役員・会員が情報共有し、一丸となって取り組んでいる。 

・月例会・役員会等で情報を確認し、キャッチした時点で即会長・副会長が率先してご本人へアプロー

チを開始する。 

・地元自治会と情報交換・収集し、連携して入会促進を図っている。 

・会員から親しい仲間へ積極的に声掛け活動をしている。 

・自治会の諸行事を通じて声を掛けオブザーバーとして参加頂き、見学体験をしていただく。 

・具体的な勧誘方法は次の通り。 

グラウンド・ゴルフへまず入会いただき、交流・親睦を図り、親しくなったタイミングで入会のお誘

いをして OK をいただく。 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 150.0％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26年 4月 1日） 22名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 23名 1名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 25名 2名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 27名 2名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 30名 3名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 33名 3名 

５年間増加数  11名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長１名、女性部長１名、会計１名     部会：女性部会 

【事務局体制】役員 4 名の合議制で企画・運営している。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

クラブ会長自身が自治会長（現在 3 期 3 年目）を兼任しているために、自治会役員の未加入

者を優先的に勧奨入会させている。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

福祉会（会員は自治区内全員で構成）を通じ、シニアクラブ会員がサロンの活動を牽引して

いる。 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・リサイクル廃品回収活動：月 1 回第 4 週の土曜日を作業固定日としている。 

本件活動の効果としては、 

① 環境にやさしい活動である。 

② 地域の皆さんに支持されている活動である。 

③ 地域の皆さんの動向確認ができる活動である。 

④ 一人暮らし世帯への生活支援が実行できる活動である。 

があり、なおかつ会の活動資金を得る手段にもなっていることである。 

 

【結成区域】 福津市福間南校区 

【会長名】  萩原 清美       【市町村老連名】 福津市シニアクラブ連合会  

【会 員 数】 ３３名（男性 2２名/ 女性 １１名）（高年 2０名/ 若手 １３名） 

（平成３１年４月１日現在） 

光陽台３区シニアクラブ 

若葉会 
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単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・会員の祝い事行事（宴会）～公民館で開催 

  

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪

いなどの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどう

されていますか？ 

① 健常な会員が自宅に迎えに出向き、付き添いサポートしている。 

② バス旅行時には車いす（社協からの借用）を準備する。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。広報紙名「若葉会ニュース」 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

不定期：主な行事開催の紹介 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

自治会回覧を活用 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

別添資料を参照 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

会長が担当 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

 

・加入促進のためのチラシ等は作成していない。  

・定例会を開催して会員に運動の趣旨を徹底した。 

・次の諸行事に非会員も参加可にし、シニアクラブの活動状況を理解してもらった。 

ア．レクリエーション事業 

花見会・日帰りバス旅行・秋の一泊旅行・新年会等 

イ． 光陽台１、2、3 区合同事業 

春の研修バス旅行・夏祭りへの参加・懇親会・忘年会等 

ウ． 福津市シニアクラブ連合会行事への参加 

グラウンド・ゴルフ大会、スカットボール大会、カラオケ大会、女性部日帰り研修旅行等 

エ．その他 

全国一斉「社会奉仕活動」・海岸清掃活動等 

・広報紙「若葉会ニュース」を発行し、活動状況を情宣した。 

・会長以下、役員で戸別訪問し、会員を勧誘した。 

（効果が高いと思われる取り組みについて） 

年 1 回開催の自治会総会の議案書にシニアクラブの活動実績を記載のうえ、総会時の同内容の

説明を行い周知することである。 
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取り組みの成果はどうでしたか？ 

・シニアクラブの活動状況について理解が深まり、徐々に会員増加に結び付いた。 

・シニアクラブ・自治会・公民館活動等に多数参加することにより地域住民との絆が強くなり、

シニアクラブへの認識度も高まって会員増強に寄与した。 

・各種行事を通し懇親の場を多く設けることにより、相互の信頼関係と相互扶助の精神が醸成さ

れた。 

・福津市全体の 65 歳以上人口に対するシニアクラブへの加入率１０.９％に対し、当クラブ行政

区における加入率は２２.４％と 2 倍になっている。（65 歳以上 147 人のうち会員 33 人） 

・現会長体制になり、リーダーシップが如何なく発揮され、会員増強に弾みがついた。 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆

さんのことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきます

ので是非お願いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 190.9％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26年 4月 1日） 33名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 40名 7名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 44名 4名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 54名 10名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 61名 7名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 63名 2名 

５年間増加数  30名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長１名、女性部長１名、会計１名 

桜山手区自治会、福祉会役員（桜寿会会員及び自治会会員） 

【事務局体制】桜寿会全役員で担当している。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

組織としてはないが、趣味（例：竹笛、ウォーキング、囲碁、将棋、PC 勉強会等）に応じた

リーダーより加入促進を要請している。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

関係有。社協の指導の下、生活支援サポートを結成している。また健康体操を病院の体操指

導員にお願いし、月 1 回開催している。 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・歴史に興味を持つ方は多いので、近郊の神社やお寺をウォーキングを兼ねて廻っている。 

・竹から、自分たちで竹笛を製作し、人前で演奏するまでになった。 

・公民館の裏庭を利用して子供たちと芋畑を耕し、秋には焚火で芋を焼き、年 1 回の焼きいも大

会を行っている。 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

 

・ウォーキング、竹笛の会、健康体操 

【結成区域】糟屋郡新宮町 新宮小校区   

【会長名】  前田 捷洋        【市町村老連名】 新宮町シニアクラブ連合会  

【会 員 数】 ６３名（男性 ３９名/ 女性 ２４名）（高年 2９名/ 若手 ３４名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

桜山手区シニアクラブ 

桜寿会 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪

いなどの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどう

されていますか？ 

・旅行などで車椅子を 2 台用意した。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

月 1 回 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員に配布 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

行事報告（自治会、福祉会共催を含む） 

行事予定（  同上  ） 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

桜寿会副会長。副会長（女性）が素案を作成し、役員が協議し原案を作る。 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等は作成していない。  

・自治会、福祉会、子ども会、民生委員、福祉委員との連携をとりながら活動中。 

・囲碁、将棋、ウォーキング、竹笛塾、走ろう会等の趣味に応じた育成と活動を行っている。 

・グラウンド・ゴルフ、体操など健康づくり活動への積極的な参加を呼び掛けている。 

・一人の力では限界があるので、信頼できる人を少しずつ増やし、今後のクラブ発展のために次

の幹部候補を念頭に置きながら活動している。 

・健康で明るく楽しい会を目指し、美化運動等を通して少しでも社会の役に立っている気持ちを

忘れずに取り組む。 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・着実な会員増加（平成 25 年から 5 年間で 30 名の増加） 

・桜寿会、自治会行事、美化活動などの参加により協力者も増え、地域にも貢献できている。 

・趣味の場も多くなり、会員同士の良いコミュニケーションの輪が大きく広がっている。 

・自治区内役員同士の繋がり、協力体制も強化されている。 

・会員同士の見守りや相互扶助の大切さが浸透し、お互いの生活支援が始動。 
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単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の 

皆さんのことなど一言ずつコメントをいただけると、単位クラブの様子が少しでも伝わって 

きますので是非お願いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 202.0％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 51名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 52名 1名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 68名 16名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 82名 14名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 94名 12名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 103名 9名 

５年間増加数  52名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長（会計・庶務兼務）１名、副会長１名、女性部長１名、班長５名 

【事務局体制】事務一切会長担当（兼務） 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

一町内という自治会があり、そこで活動費補助金（助成金）予算を決議していただく。 

自治会長自ら老人クラブに入会していただき、イベントの際入会の口添えをいただく。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

関係有。校区連合会発行の広報紙にて 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・会員の参加意識高揚のために、「年間事業計画書」を全会員に配布している。（4 月発行保存版） 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・脳トレ・健康づくり研修会（約 60 名参加）会費無料！ 年 1 回開催…一番の目玉行事 

・サロン親睦会（約 50 名参加）会費 100 円 年 2 回開催 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

独自に発行はしていないが、校区連合会の広報紙に行事内容を掲載 

 【結成区域】久留米市  高良内校区    

【会長名】  吉田 征義         【市町村老連名】 久留米市老人クラブ連合会  

【会 員 数】１０３名（男性 ４７名/ 女性 ５６名）（高年 ３８名/ 若手 ６５名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

横馬場クラブ 
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平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等を作成している。 ①会員募集のお知らせ（お誘い）②ちょっとオト

クな情報（お知らせ） 

・現会員から未加入者を紹介してもらい、リストを作成し会長・班長で共有して勧誘活動を実施

した。 

・1 回であきらめず、誠意をもって何度も勧誘した。 

・若手の方の入会時には「会費免除」を実施した。 

・なかなか参加してもらえない高齢者には、民生委員との共催による親睦会や食事会の招待状を

個別に作成。 

・８～10 月、1～3 月の年 2 回、会員増強の活動を集中的に実施した。 

・9 月以降の入会者には、その年度の会費は無料。 

・新規加入候補者リストを作成（校区運動会プログラム、秋祭り、自治会の新旧役員交代の役員

名簿、シルバーマークの車所有の家などをメモしリスト化） 

（効果が高いと思われる取り組み） 

・“加入候補者リスト”は常に進捗状況チェックが肝要！（油断すれば絵に描いた餅！） 

・会長自ら発案し行動すれば、必ず成果が出る！（候補者の発見可能！） 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・会員、特に若手会員が増え、クラブの活性化に寄与した。 

・増員になったことにより、町費から横馬場クラブへの補助金が出るようになった。 

 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆

さんのことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきます

ので是非お願いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 302.4％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 42名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 58名 16名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 80名 22名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 103名 23名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 119名 16名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 127名 8名 

５年間増加数  85名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長（班長兼務）１名、副会長 1 名、会計（庶務兼務）１名、班長５名 

校区老連と連携し、実施。 

【事務局体制】役員全員で担当している。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

高良内老連本部と鑓水クラブで連携 

協力団体―第６町内自治会。民生委員との食事会及び情報交換 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・毎月３か所の公園清掃 

・毎週１回の脳トレカラオケ 

・老人会だより（月１回） 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・おたっしゃ出張講座（久留米市生涯健康づくり）メニューの中から、年２～３回特に認知症予

防、わらって元気、笑いヨガ等３０～４０名位参加しています。 

・鑓水クラブ日帰り旅行（グラウンド・ゴルフ） 

 

【結成区域】久留米市  高良内校区    

【会長名】  穴見 利允        【市町村老連名】 久留米市老人クラブ連合会  

【会 員 数】１２７名（男性 ６１名/ 女性 ６６名）（高年１０１名/ 若手 ２６名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

鑓水クラブ 

24



単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

 

近くのため、全員徒歩で来ます。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

高良内老校区連本部発行の広報紙の中に記載。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

月 1 回 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員、非会員、高齢者世帯、子供会役員に配布 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

別紙参照 

 

 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・入会申込用紙作成。  

・勧誘する際、活動内容を丁寧に説明。 

・会長がゴミの分別推進員を務めているので、収集のゴミを持って来られる方から、未加入者の 

 情報を得て、勧誘対象者を抽出し、勧誘。 

・現会員から未加入者を紹介してもらい、会長・班長で情報を共有し、勧誘活動を実施。 

・70 才前後の方を重点的に勧誘。 

・1～3 月に集中的に戸別訪問活動を実施。 

・無理強いはせず、１年後、２年後に再訪問。 

以上のような方法で、丁寧に粘り強く勧誘活動を継続した。 

（効果が高いと思われる取り組み） 

１．子供会の役員に対し、老人クラブの良いところをＰＲ 

２． 散歩の途中の挨拶 

・特に無理にすすめない。チャイムを鳴らさない。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

 

・最初の頃は、回覧板だけでの勧誘活動だったため、反応が今一つで入会が少なかった。 

・３年目からは、自分たちで積極的に行動して、友人、知人、未加入の配偶者、自治会等の巻き

込みに成功して、毎年会員増加ができた。 

  

 

25



単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の

皆さんのことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってき

ますので是非お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

26



 

※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 148.2％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 83名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 87名 4名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 92名 5名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 106名 14名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 121名 15名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 123名 2名 

５年間増加数  40名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長 1 名、会計（庶務兼務）１名、理事 3 名、監事２名 

校区老連と連携し、実施。 

【事務局体制】役員全員で担当している。 

② 社協のサロン活動との関係はありますか？  

有。サロン活動の報告。お土産話をしていただく。 

 会の運営に参考になる。 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・年 2 回の研修旅行。日帰り 1 回、1 泊 2 日 1 回。一人ではいけないところでも、みんなで行け

ば楽しさ 2 倍、3 倍、10 倍。加入して良かった、行って良かったが加入者を増やす。口コミ 

・スポーツ関係体力作り①グラウンド・ゴルフ②ペタンク③ダーツ④ウォーキング⑤公園の草取

り清掃、空き缶拾い⑥市老連シニア美術展出展等、校区主催夏まつり、文化祭に新町演芸隊と

して出演 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・市が管理している町内の公園の清掃を月に 1 回（毎月 1 日）行っています。「さくらの木の下

で」花見を行っています。参加者 50 名前後。年ごとに増加。 

 

  【結成区域】 久留米市 善導寺校区     

【会長名】  山口 慶蔵        【市町村老連名】 久留米市老人クラブ連合会  

【会 員 数】１２３名（男性 ５２名/ 女性 ７１名）（高年 ８５名/ 若手 ３８名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

長 寿 会 
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単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

月 1 回。（社協より年 1 回） 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員、非会員に配布。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

活動予定表を月ごとに発行。 

年間行事予定表は総会時に発行。 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

会長が担当。社協より年 1 回。 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等は作成していない。  

・自治会との連携、未加入者の意思を尊重し、無理強いはしないよう勧誘。 

・ラジオ体操等、集まる機会がある時には、参加した会員が声掛け。 

・会長と役員による戸別訪問。 

・65 才以上の若手の方を重点的に声掛け。 

・自治会と話し合い、老人会と自治会それぞれでグラウンド・ゴルフを開催しこれまでより開催 

回数を増加。以上のように丁寧に粘り強く勧誘活動を継続した。 

（効果が高いと思われる取り組み） 

・未加入者の意思を尊重し、無理強いはしないよう勧誘。3 年目には９０％加入。 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・自治会との繋がりが強くなった。 

・自治会と協力、連携が取れるようになった。 

・会員の意見要望等を良く聞く。信頼関係が強くなった。 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆

さんのことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきます

ので是非お願いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 138.6％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 57名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 68名 11名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 71名 3名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 72名 1名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 78名 6名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 79名 1名 

５年間増加数  22名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長１名、女性部長１名、会計１名、班長 4名、副班長 4名 

【事務局体制】役員全員で取り組む。 

月 1回の役員会議（井戸端会議）を開き、月間の行事報告と来月の行事予定を確認しています。 

月 1回の高齢者一人暮らしの見回りを、女性部長さんと実施します。 

② 市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

環境衛生組合より感謝状をいただきました。（毎月実施している清掃活動を、区長さんが組合に申請

していただきました。） 

助成金を区よりいただいています。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

老人クラブ主催の健康サロンまたは健康講座を年間 3回実施します。この時民生委員さんが見回り

対象者にも参加を呼びかけます。 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・行事をするときは、参加申込書を全員に出します。 

・区の行事には必ず喜楽会として参加する。 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・観桜会。3月 28日頃大板井 2区の公園で実施します。桜は 30年前に植えて今は公園いっぱいに花が

咲きます。その後清掃は大変です。 

 【結成区域】  小郡市 大原校区   

【会長名】  田中 克幸         【市町村老連名】  小郡市老人クラブ連合会  

【会 員 数】 ７９名（男性 ４５名/ 女性 ３４名） （高年 ５８名/ 若手 ２１名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

大板井２区老人クラブ 

喜楽会 
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・12月の第 2土曜日、もちつき。もち米は喜楽会で準備するのと寄付していただきます。3年前より電

動でついています。 

・日帰り旅行。行先を探すのが大変です。糸島のカキを計画、英彦山とめんべい工場見学等、皆が来て

くれそうな計画が大変です。 

・健康講座。病院より来て頂いています。サロンはシルバー人材センターにお願いし、楽しい遊びをし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

特別な取り組みはしていない。 

日帰り旅行に行くときは、家族の方が集合場所までの送迎をしてくれる。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行していませんが、毎月井戸端会議での行事報告と予定を全員に配布している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

月 1回 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

行事報告・予定は、班長が会員に配布。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

行事報告（自治会、福祉会共催を含む） 

行事予定（  同上  ） 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

会議資料は会長が作成。旅行案内は役員が作成。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入勧誘のチラシを作成。 

・毎年 2月に区の回覧に喜楽会へのお誘いを回し、その後個人にアタックした。 

・行政区役員に、毎年機会を捉えて老人クラブについて話してもらい、勧誘を行った。 

・クラブ会員に友人を誘ってもらった。 

・民生委員を経験した役員が、その繋がりで勧誘した。 

 

  

31



取り組みの成果はどうでしたか？ 

・会員一人一人の勧誘活動に対する認識が深まった。 

・民生委員の繋がりでの実績が大きかった。 

・平成 30年は区長さんはじめ役員さんに入会していただき、サロンに旅行に参加していただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32



 

※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 127.0％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 137名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 146名 9名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 156名 10名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 165名 9名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 170名 5名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 174名 4名 

５年間増加数  37名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長 1 名、体育部長１名、教養部長１名、婦人部長１名、 

幹事 5 名、書記 1 名、会計１名、監事 2 名 

【事務局体制】役員の合議制で企画・運営している。 

② 市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

老人クラブ単独でやっている。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

有。老人クラブの定例会と同時に、サロンも開催している。 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・経費節約のため、日帰り旅行と総会を同時に行っている。 

・自治会が行っている月 1 回の行事のうち、神さん境内の掃除に参加。 

・さるこいフェスタ（３～５ｋｍ歩く大会）の賄いの協力。 

・イベントの開催 

（学童保育…魚釣り、竹馬、駒回し等。よど祭りの協力、餅搗き） 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

 

・年 1 回の日帰り旅行 

 

 【結成区域】 大木町 木佐木校区  

【会長名】  野口 隆義        【市町村老連名】  大木町老人クラブ連合会  

【会 員 数】１７４名（男性 ６１名/ 女性１１３名）（高年 ６３名/ 若手１１１名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

八町牟田上 

老人クラブ 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪

いなどの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどう

されていますか？ 

 

・参加者の中で最寄りの人に送迎をお願いしている。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行していない。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等を作成している。  

・次の手順で、もっぱら個別に勧誘している。 

① 住民台帳（過去に先輩方が調べたもの）で、数え６０歳の人を抽出する。 

② 会長自ら一人一人を訪ね、年齢を確認する。 

③ 『老人クラブ加入のご案内』を説明しながら、入会を勧める。 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・老人クラブの「老人」という言葉に拘りのある方もあるが、ほとんどの人は加入してもらって

いる。 

・同年代の人の加入も効果があるようだ。 

・定例会に参加できない人には、都合のつく日の参加を勧めつつ、将来の参加をお願いしている。 

・原則として６０歳以上を参加条件としているが、４０歳代の加入希望者がいたので参加を許可

した例もある。 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆

さんのことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきます

ので是非お願いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 142.9％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 35名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 42名 7名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 44名 2名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 45名 1名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 47名 2名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 50名 3名 

５年間増加数  15名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長 1 名、会計 1 名、監査 1 名、班長 4 名 

【事務局体制】役員の合議制で企画・運営している。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

加入促進のための組織はないが、新しく転入された方、加入年齢に近い方等の声かけの協力。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

有。社協サロンの企画の食事会を兼ねて、カラオケ、体操、ゲーム、地元の歴史等その分野

に精通されている方の話等好評。老人クラブとの関係は深く、町内の催し物（砂像展、芦屋

釜の里その他の見学）参加者多数。 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

 

・月 2 回のサロン活動を通して、参加者の中から老人クラブへ入会する方が増えた。 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・グラウンド・ゴルフ（動いて汗をかいて声を出して賞品も楽しみ） 

・カラオケ（週 1 回だが楽しみに集まる。七夕祭りやクリスマス会等も楽しい。） 

 

 

  【結成区域】 芦屋町 芦屋東校区   

【会長名】  草野 浩洋        【市町村老連名】 芦屋町老人クラブ連合会  

【会 員 数】 ５０名（男性 １９名/ 女性 ３１名）（高年 ４１名/ 若手 ９名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

鶴 松 会 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が

悪いなどの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応は

どうされていますか？ 

・近隣で誘い合い、連れ立って来る。 

・班長さんの車で送迎。（歩行困難者） 

・社協のデーサービス用の車での送迎 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？ 

年 1 回。  

 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？ 

全世帯に配布。  

 

④ 広報紙はどなたが作られていますか？  

サロン実行委員（5 人） 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等を作成している。  

・自治会の集会時（サロン、体操教室等）に未加入者を勧誘。 

・会長以下、役員が未加入者に対し戸別訪問を行い勧誘。 

・自治区の催し物 恒例の盆踊り大会、餅つき大会、ウォーキング会等老人クラブの参加者も多

く、地区との繋がりが深くなっているように思う。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

 

・施設入所者、死亡による退会者が出る中で、毎年確実に新規入会があった。 
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単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるところや役員の皆

さんのことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきます

ので是非お願いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 136.8％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26 年 4月 1 日） 38名 - 

１年目（平成 27 年 4月 1 日） 40名 2 名 

２年目（平成 28 年 4月 1 日） 44名 4 名 

３年目（平成 29 年 4月 1 日） 50名 6 名 

４年目（平成 30 年 4月 1 日） 51名 1 名 

５年目（平成 31 年 4月 1 日） 52名 1 名 

５年間増加数  14 名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長 2 名(男女各１)、会計１名、監査 1 名 

高齢者相互支援活動員 7 名、女性リーダー2 名 

グラウンド・ゴルフ愛好会、ラジオ体操愛好会、カラオケ愛好会、福祉サロン 

誕生会（年 3 回）等の同じ趣味の人たちが集まる会も作っている。 

【事務局体制】毎月 1 回役員会議をし、すべての行事について審議して決定。各行事は 

全役員で実施する。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

毎月の役員会で未加入者のリストを作り、その人と仲の良い人をリストアップし、仲の良い

友人と役員が一緒に勧誘に行く。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

有。社協の福祉サロンは参加自由。参加者はリストアップして勧誘する。また参加者には寿

会連合会発行の「お知らせ」や「ねんりん」等を配布し、寿会の日頃の活動状況を知ってい

ただき、関心を持ってもらう。 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・3 ヶ月に 1 回開催の誕生会。52 名中 32～33 名は参加している。誕生会は２回は区の公民館、

12 月は忘年会を兼ねて近場の酒場で会費半額徴収して開催している。カラオケ、ビンゴ、輪投

げなどゲームをして約 3 時間遊んでいる。 

 

 【結成区域】 遠賀郡岡垣町 山田校区  

【会長名】  谷口 敏一          【市町村老連名】 岡垣町寿会連合会   

【会 員 数】 ５２名（男性 ３１名/ 女性 ２１名）（高年 ３５名/ 若手 １７名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

誕生会・忘年会

 

山田峠老人クラブ 

寿会 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪

いなどの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどう

されていますか？ 

・体の不自由な会員は車で送迎し、感謝されている。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

月２回。 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員、非会員（入会しそうな人）に配布。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

山田峠寿会だより 

高齢者スポーツ大会の開催案内  別添 

グラウンド・ゴルフ大会の案内 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

会長がすべて作成。 

 

 

 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となって 

いますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等を作成している。  

・クラブ活動の活性化・魅力化に取り組み、参加しやすい環境を提供した。 

① 寿会の基本理念：「安全・安心・夢と笑いが渦巻く寿会」 

会員一人ひとりが体力にあった活動を行い、自分には何ができるのかを見出し、お互いが協

力して快適な共同体を作り出すことに努力している。 

② 合言葉：「出来る人が出来る時に出来ることを」「歩く力は生きる力 健康で長生き頑張ろう」 

  仲間と楽しく過ごして、健康寿命を伸ばし、自立した生活、生きがいのある生活を目指す。 

会員増強運動用のチラシ等は岡垣町寿会連合会が作成しているものを利用している。 

また加入年齢も 50 歳以上が加入できる仕組みを導入している。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・「出来る人が出来る時に出来ることを」をモットーに各活動・行事に参加してもらい、喜ばれて 

いる。体の不自由な会員は車で送迎し、感謝されている。 

・毎朝、実施しているラジオ体操後の参加者間の情報交換時に、寿会の各行事に対する意見をも

らい、各行事の改善に繋げている。 

・区の行事は寿会の会員が中心となり実施されており、若い世帯や子ども会と和気あいあいと楽

しく貴重な時間を共有している。 
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スカットボールを楽しんでます。 

夏祭り。ソーメン流し 

盆踊り。太鼓 1 週間稽古した。峠区あげて参集。 

一斉清掃、6 月  

福祉サロン  
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 134.2％） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

泉校区老人クラブ連合会「泉寿会」の中の 2 支部（竹並支部と八景山支部）の合同クラブが「第

一クラブ」となっている。 

【役員体制】支部長２名（うち会長 1 名・副会長 1 名）、女性部長 1 名、女性副部長 1 名 

会計２名 

【事務局体制】役員全員で対応している。 

 

② 社協のサロン活動との関係はありますか？  

・有。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行していないが、「泉寿会」活動の報告は、校区の広報紙「泉の里」（毎月発行している）に随

時載せている。 

 

  【結成区域】 行橋市  泉校区      

【会長名】  工藤 留雄        【市町村老連名】 行橋市老人クラブ連合会  

【会 員 数】 ５１名（男性１９名/ 女性３２名） （高年 ３４名/ 若手 １７名） 

（平成３１年４月１日現在） 

誕生会・忘年会

 

年目 （ 年度） 会員数 増加数 

開 始 （平成２6年 4月 1日） 38名 - 

１年目 （平成２7年 4月 1日） 44名 6 名 

２年目 （平成２8年 4月 1日） 46名 2 名 

３年目 （平成２9年 4月 1日） 47名 1 名 

４年目 （平成 30年 4 月 1 日） 49名 2 名 

５年目 （平成 31年 4 月 1 日） 51名 2 名 

５年間増加数  13 名 

 

 

第一クラブ 
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平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年連続会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

 

・加入促進のためのチラシ等は作成していない。  

・次の点が会員増強に寄与したと考えられる。 

・老人クラブの奉仕活動等が熱心に行われていること。 

① 環境美化活動（お宮の清掃、花壇の手入れ等） 

② 高齢者相互支援活動 

・女性部が熱心に活動していること。 

・会員増強運動に対し、泉校区老人クラブ連合会「泉寿会」からの報奨金制度があること。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

 

・奉仕活動により、老人クラブ活動を地域の皆さんに理解してもらえた。 

・女性部の熱心な活動が、女性会員の加入に寄与した。 

・報奨金が支部（単位クラブ）の活動資金となり、会員増強運動の力となった。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 102.5％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26 年 4 月 1 日） 1,842 名 - 

１年目（平成 27 年 4 月 1 日） 1,862 名 20 名 

２年目（平成 28 年 4 月 1 日） 1,823 名 ▲39 名 

３年目（平成 29 年 4 月 1 日） 1,836 名 13 名 

４年目（平成 30 年 4 月 1 日） 1,850 名 14 名 

５年目（平成 31 年 4 月 1 日） 1,888 名 38 名 

５年間増加数  46 名 

 

連合会の体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】春日市の行政区は 35 に分かれ、29 の行政区のシニアクラブが春日市シニアク

ラブに加盟し 1,888 名の会員で組織されている。連合会役員は「会長・副会長・

副会長（女性部長）・事務局長・会計」の 5 名体制である。 

【事務局体制】事務局は、会長会議等で使用する春日市社会福祉協議会を仮事務所としている

が、事務局長宅が実質的な事務所となっている。 

② 市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

春日市の市報に春日市シク連の組織や活動実態・会員募集等の記事を掲載している。 

自治会の中には、各クラブの活動実態や会員募集等の記事を掲載しており、須玖南地区自治会は

毎月発行のカレンダーに南福寿会「定例会の開催日時」を掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長名】 後藤 清忠   

【会  員  数】  1,888 名   

男性 ７５４名/ 女性 1,134 名  （高年 1,345 名/ 若手 543名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

 

 
春日市市報。表紙に春日市シク連 
の見守り活動が掲載されました。 

春日市シニアクラブ 

連合会 
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③ 社協のサロン活動との関係はありますか？ 

社協のサロンと直接的な関係はないが、各クラブが自主的に参加しており、自治会の開催 

するカフェ等にも会員が自主参加している。 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

光町・光永会の活動が会員増強運動への取り組みとして参考となる事項が多々あり、各単位老人

クラブへも紹介した。活動内容の一部を次に記載する。 

・2 月から 3 月にかけて回覧板で「会員募集」を行い、加入者の確約をとる。 

・住宅地図を使って役員全員で未加入者をチェックし、各班の責任で勧誘活動を実施する。 

・光町には１４のサークルがあり、会長自身が各サークル会場に赴き勧誘活動を実施した。 

など。 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・判断は困難であるが、元気な人はグラウンド・ゴルフ等のスポーツを楽しんでおり、旅行等の

リクリエーションであり、福祉大会（演芸大会）に多くの会員を動員した。 

 

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪

いなどの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどう

されていますか？ 

 

特に弱者対策はしていないが、お互いが弱者をかばい援助しています。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

小倉長寿会（単老）では年１回 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員。連合会の広報紙は 35 地区公民館に 

配布している。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

1 年に 1 回発行する小倉長寿会（単老）の機関誌を添付 

するが、定例会・世代間交流事業・趣味・娯楽・健康づ 

くり等幅広い活動を写真で広報している。他のクラブで 

も会議資料や機関誌等の発行はある。 

⑤ 広報誌はどなたが作られていますか？ 

春日市シニアクラブ連合会の広報誌は会員から原稿を募り、文化広報部が担当し年 2 回発行

している。各単位クラブでは会長が主導し役員で作成しているようだ。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年間で会員増となってい

ますが、どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・各単老で加入促進のためのチラシを作成している。  
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・各単老では広報紙や仲間づくり等、創意工夫をして会員増強運動に取り組んでいるが、連合会

としては一般的な指導や指示・伝達にとどめており、特異な取り組みはしていない。 

（効果が高いと思われる取り組み） 

・特に特効薬はないが、楽しく・元気で魅力あるクラブが必要で、各クラブの会長を含む役員の

やる気次第と思う。 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・会員増強運動の事例等については会長会時に紹介はしているが、特効薬等はなく 5 月の会長会

及び 10 月の会長会時に各クラブの会員数を確認して、増減の理由等について考えてもらい増

加クラブの活動を参考にしてもらうのが精一杯だった。今回優秀連合会として春日市シニアク

ラブ連合会及び 3 クラブが県老連の会長賞を受賞したのは地道な活動の結果と自負している。 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の

皆さんのことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってき

ますので是非お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
春日市シニアクラブ連合会広報誌 南福寿会（単老）広報紙 
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〇単位老人クラブ入会案内のチラシ 

ちくし台シニアクラブ 南福寿会 弥生クラブ 

 

 

 

 

 
 

世代間交流事業 社会奉仕活動 

単位クラブの活動実態を調査しました。 多くの会員が参加します。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 100.3％） 

 

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26年 4月 1日） 885名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 965名 80名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 950名 ▲15名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 930名 ▲20名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 934名 4名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 888名 ▲46名 

５年間増加数  3名 

 

連合会の体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長 1名、副会長 3名（うち女性部長 1名）、事務局長 1名 

理事 4名（スポレク部、女性部、農園部、若手委員会 各 1名）、監事 2名 

【事務局体制】事務局長 1名（老人クラブ会員）、事務局員 2名（社協臨時職員、隔日勤務） 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

加入促進のための組織として「若手委員会」を設置したが、現状は「風船バレー大会」「ワナゲ大会」

の運営を行い、加入促進には着手できていない。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？   

無い。 

 

連合会の取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

町内 2か所に農園を持ち（町有地）、管理運営を行い生産物は会員に販売している。 

・梅農園（約 40本の梅の木があり、6月ごろに販売している。） 

・いちじく農園（現在 40本が収穫可能木になっている。） 

     空き地にはタマネギ、サツマイモ、ジャガイモ等も栽培 

 

連合会の活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・ワナゲ大会…年々参加者が増え、190 名の申し込みがあった。当日の参加者は 170 名弱であった。 

 （グラウンド・ゴルフ、ペタンクの参加者より多い。） 

【会長名】  荒谷 美知郎   

【会  員  数】   888名   

男性 ３２０名/ 女性 ５６８名   （高年５８５名/ 若手 ３０３名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

世界文化遺産の原城址にて 

水巻町老人クラブ 

連合会 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

 

老連としては対処していない。近隣の方の車で参加されているようだ。 

 

老連の広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？  

年２回 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？  

会員に配布。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？  

巻頭言、各行事の成績報告。各単位クラブの紹介。文芸（詩、俳句等） 

⑤ 広報誌はどなたが作られていますか？ 

広報担当者が企画 

 

加入促進のためのチラシ等を作成していますか？ 

・数年前に一度作成したが現在利用していない。 

 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の皆さん

のことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

49



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

水巻町老連の広報誌「みまき」 
「みまき」の記事の一部です。 

町老連卓球大会 

町老連ワナゲ大会 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 780.0％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26 年 4月 1 日） 5 名 - 

１年目（平成 27 年 4月 1 日） 5 名 0 名 

２年目（平成 28 年 4月 1 日） 6 名 1 名 

３年目（平成 29 年 4月 1 日） 34名 28名 

４年目（平成 30 年 4月 1 日） 36名 2 名 

５年目（平成 31 年 4月 1 日） 39名 3 名 

５年間増加数  34 名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、女性部長 1 名 

【事務局体制】会計 1 名 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

 

・高齢者教室 

 

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

 

・社会福祉協議会に連絡の上、車にて案内。 

 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行していない。 

 

 

 

  【結成区域】 糸島市 雷山校区   

【会長名】  須河内 雅憲        【市町村老連名】 糸島市シニアクラブ連合会  

【会 員 数】 ３９名（男性 ２１名/ 女性 １８名） （高年 １９名/ 若手 ２０名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

東蔵持 

シニアクラブ 
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平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年間で会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等は作成していない。  

・65 歳になられた方に、福岡県老連作成の「老人クラブへのお誘い」のパンフレットを配布。 

（効果が高いと思われる取り組み） 

・当東蔵持地区は、平成に入ってから造成及び入居が始まり現在は７２軒となっている。前期の実績の

とおり平成 25 年にはシニアクラブは 5 名だったが、平成 28 年行政区総会の時、糸島市シニアクラブ

連合会より会員を増加させれば補助金がもらえるとの事で、65 歳以上の方を登録することとなり、28

名の新規入会となった次第。以後まだ地区シニア総会また会計報告も実施できていない。行政区には

神社やお寺もなく、みんなが参加できる行事や打ち合わせなどもなく、また公民館や集会所もないの

で、サロン等も同様の次第。今後総会を行い、行事等に参加いただける環境を作っていくことが必須。 

お互いに助け合って協力していくことが大切であると思う。 

 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 200.0％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開 始（平成 26年 4月 1日） 25名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 41名 16名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 47名 6名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 53名 6名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 50名 ▲3名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 50名 0名 

５年間増加数  25名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長（会計兼任）1 名、女性部長１名、班長 2 名 

【事務局体制】 同上 

② 加入促進のための組織はありますか？ 

特に組織はない。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

有。社協の活動時に（特に健康体操実施時）に参加する。 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

 

・バスハイクは皆に喜ばれている。 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

 

・バスハイクで、日帰りの範囲での旅行。 

 

 

 

           【結成区域】 古賀市 西校区  

【会長名】  金重 信夫        【市町村老連名】 古賀市シニアクラブ連合会  

【会 員 数】 ５０名（男性 １９名/ 女性 ３１名）    

（平成３１年４月１日現在） 

 
社会奉仕活動 

 

中川シニアクラブ 

（青松会） 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

 

・ほとんど皆さん歩いて参加している。特に希望の強い方は出迎えることもある。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

定例会の開催案内は発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？ 

月 1 回。 

③ 広報誌の配布はどうしていますか？ 

班長が会員に配布している。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？ 

行事予定。 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？  

会長。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年間で会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシ等は作成していない。  

・定例会で周知している。定例会案内に記載して配布している。 

・加入促進は、各人が身近な人へ声掛けで対応している。 

（効果が高いと思われる取り組み） 

・忘年会、新年会、花見会など、参加者全員で食事をしながら楽しんでいる。 

・カラオケ希望者が多いが、カラオケ装置を持っていない。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

 

・皆さん楽しんでくれますので良いと思います。 
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単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕活動 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 274.1％） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長１名、女性部長１名、会計１名、監事 1名、顧問 1名 

【事務局体制】上記役員体制で、事務局を会長宅に置いている。 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

クラブの再出発にあたり、5名からなる準備世話人会を立ち上げた。また、新町区の自治会長、 

三役、組長の理解と協力が大きかった。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

ない。 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

 

・年間事業としていろいろなことを行っているが、特に総会、スカットボール大会、グラウンド・ゴル

フ大会、講座、講演、研修、鑑賞等は毎回 40名ぐらい参加者がある。 

 

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

 

・身内の方で送迎。会員同士で助け合い車に便乗し参加している。 

  【結成区域】 福津市 津屋崎校区     

【会長名】  松原 秀治         【市町村老連名】 福津市シニアクラブ連合会  

【会 員 数】 ７４名（男性 2８名/ 女性 ４６名） （高年 ４２名/ 若手 ３２名） 

（平成３１年４月１日現在） 

年 目  会員数 増加数 

開 始（平成 26 年 4月 1 日） 27名 - 

１年目（平成 27 年 4月 1 日） 23名 ▲4名 

２年目（平成 28 年 4月 1 日） 18名 ▲5名 

３年目（平成 29 年 4月 1 日） 37名 19名 

４年目（平成 30 年 4月 1 日） 72名 35名 

５年目（平成 31 年 4月 1 日） 74名 2 名 

５年間増加数  47 名 

 

 

新町 

シニアクラブ 
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単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

会員へ、事業の都度案内を出している。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年間で会員増となっていますが、 

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・会則と事業計画を持って、戸別訪問している。 

・新クラブ結成までに苦労したこと。 

① 結成時までの準備、世話人（委員）の依頼 

② クラブの新名称作り 

③ 新町独自の会則の作成 

④ 区に対する補助金の依頼 

⑤ 結成の日時・場所決め（新町に公民館がない） 

⑥ 結成に向けた説明会への参加依頼 

⑦ 以上、いずれにおいても大変苦労した。 

・新町シニアクラブが結成できた一番の要素は、それに至るまでの世話人会の方々の努力と頑張り、新

町区の自治会長をはじめ三役・組長、発足後の「新町シニアクラブ」役員を引き受けてくださった方々

のご理解、ご協力、そして何よりも区民の皆様のご理解と温かい励ましだと思っている。 

（会員勧誘の工夫と取り組み） 

・年会費を安くし、夫婦で入会しやすいようにしている。（会員 72名 うち夫婦での入会 20軒） 

・行事参加費を安くし、気軽に参加出来るようにして、終了後は昼食をとりながら会員同士の親睦を図

り、楽しく過ごすことで絆を深めることができるようにしている。（弁当・お茶はシニアクラブ負担） 

・行事を行う際の案内状は、役員が戸別訪問をして、会則や昨年度の実績内容を丁寧に説明し、入会の

お願いをしている。その際特に注意していることは、行事への参加はあくまでも個人の自由で決して

強制はしないという事を理解してもらえるよう努力している。 

・会員と役員が連携をとり、会員自らが行事の参加や未加入者に対しての呼び掛け及び勧誘を積極的に

行い、その内容を役員に報告している。役員は、会員の協力と期待に応えることができるよう、常に

会員の声に耳を傾けるように心掛けている。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 318.2％） 

    

年 目  会員数 増加数 

開  始（平成 26 年 4月 1 日） 11名 - 

１年目（平成 27 年 4月 1 日） 28名 17名 

２年目（平成 28 年 4月 1 日） 35名 7 名 

３年目（平成 29 年 4月 1 日） 38名 3 名 

４年目（平成 30 年 4月 1 日） 37名 ▲1名 

５年目（平成 31 年 4月 1 日） 35名 ▲2名 

５年間増加数  24 名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

無し 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

無し 

 

単位クラブの取り組みで、これはぜひ紹介したいという取り組みをご紹介ください。 

  ・地域づくりとして 

① 保育所食育学習（農業体験）の支援 

（さつま芋、じゃが芋などの植え付から収穫まで） 

② 小中学生登下校時の見守り活動（年２０回程度） 

 

                                            【結成区域】 八女市 北山校区  

【会長名】 代行 原 政雄         【市町村老連名】 八女市老人クラブ連合会  

【会 員 数】 ３５名（男性 2２名/ 女性 １３名） （高年 ２３名/ 若手 １２名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

 

悠 悠 会 
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単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動は何ですか？ 

【自分たちが楽しむ活動を最優先】 

・仲間、生きがいづくりとして 

① 日帰り温泉旅行（年 1 回） 

② 食事会とおしゃべり会、映写会など（年３回） 

・健康づくりとして 

 健康講話、体操、栄養指導など（年２回） 

単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

 ・食事会・おしゃべり会などは全員参加を求め、希望があれば送迎している。 

・地域づくりは多数の参加をお願いするが、実態は本人の意思に任せ送迎はしない。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行していない。 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年間で会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・勧誘のためのチラシを作成している。 

・会員募集については特別なことはせず、区長（兼福祉委員）と悠悠会代表者の連名でチラシを作成し、

区内全戸を回覧している。 

・時々は役員による声掛けをする程度である。 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・一時成果も出たが、高齢者の団体であり、増もあれば減も多く、厳しい現状である。 

 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 221.1％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 19名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 24名 5名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 29名 5名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 38名 9名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 42名 4名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 42名 0名 

５年間増加数  23名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】 

会長１名、副会長１名、会計１名、班長５～６名 

② また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

年１～２回 宮若市老人福祉課……広報（回覧版用） 

年１～２回 社会福祉協議会 ……広報冊子 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

有る。 

・社協内フロアーにて、月１回“あったかサロン”開催中（送迎有） 

・ゲーム・遊具（器具各種）の貸出有……大いに利用している。 

・各講師の派遣をしてくれる。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行していない。 

 

加入促進のためのチラシ等を作成していますか？ 

・勧誘のためのチラシは作成していない。 

 

 

                                           【結成区域】 宮若市 宮田３校区   

【会長名】  松尾 和徳         【市町村老連名】 宮若市老人クラブ連合会  

【会 員 数】 ４２名（男性 １４名/ 女性 ２８名） （高年 ４０名/ 若手 ２名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

百合野平成会 
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単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

社協からダーツ、ペタン

ク、輪投げ、フライング・

ダーツ、魚釣り外借り受

け楽しんでおります。

DVDも。 

 

大人気だった。
いろんな種類の
ゲーム・運動で
楽しんだ。 
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プロ（セミプロ？）を

呼んでの初口演会抱腹

絶倒熱演だった。 
平成会員有志による市道の清掃。特に落葉
拾いでボランティア袋 50数個集まる。 

満席 

平成会の中ではグラウ
ンド・ゴルフ愛好会が
一番のぼせ上っており
ます！ 

高齢者に必要

な栄養素は何

か？ 

何と言っても
“一番の人気”
は誕生会・忘年
会等の宴会と、
近場に行く日帰
りバスツアー。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 362.5％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 64名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 234名 170名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 234名 0名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 228名 ▲6名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 234名 6名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 232名 ▲2名 

５年間増加数  168名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長１名、副会長２名（うち 1名は女性）、女性副会長が会計を兼任 

【事務局体制】同上 

② 社協のサロン活動との関係はありますか？  

関係有。 

年度の事業計画を各家庭に配布し、実施日当日はマイク放送で参加を呼び掛けている。 

参加人員が２０～３０名程度と少ないのが残念です。 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・グラウンド・ゴルフ 

毎日を練習日としており、参加者は 15 名程度ですが、和気あいあいと笑顔の絶えない状況下で約 2

時間を楽しんでいる。各大会での成績も上位入賞を出している。 

・ペタンク 

各大会 1か月前位より練習を始め、本種目の成績も上位入賞を果たしています。 

・囲碁・将棋は同好会での練習ですが、郡・筑豊地区大会で優勝している。 

 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

 

・グラウンド・ゴルフ、ペタンク、囲碁、ソフトバレー、将棋等。その他の活動も欲しいところ。 

 

 

 【結成区域】遠賀郡遠賀町 広渡校区   

【会長名】  宮原  登         【市町村老連名】 遠賀町老人クラブ連合会  

【会 員 数】２３２名（男性１０１名/ 女性１３１名）（高年１２５名/ 若手１０７名） 

（平成３１年４月１日現在） 

 

中央区 

シニアクラブ 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪い 

などの理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされ 

ていますか？ 

 ・参加希望時は、区常備の車椅子送迎を考えている。 

 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

独自に発行はしていないが、区の「中央区だより」でシニアクラブの活動を紹介している。 

「中央区だより」は月に１～2回発行 

 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年間で会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・遠賀町老連の指導を受けながら、我が中央区は年度内に 60 歳を迎える方を自動的に会員としてカウ

ントします。ご本人にはシニアクラブ会則を説明し、自覚していただいている。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・（全員加入は）5年前の定期総会での決定事項であって、今まで一度も異議等の申し出はない。 

 会員の皆様は納得済みであると安心しているが、その都度説明が必要と考えている。 

 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 
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人気のグラウンド・

ゴルフ 

区の広報紙にクラブの行事などを載せています。 
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※上記会員数の高年は７５歳以上、若手は７５歳未満（ただし独自の基準があればそれを優先） 

 

加入促進の過去五年間の実績（初年度より 549.2％） 

    

年 目 会員数 増加数 

開  始（平成 26年 4月 1日） 61名 - 

１年目（平成 27年 4月 1日） 52名 ▲9名 

２年目（平成 28年 4月 1日） 278名 226名 

３年目（平成 29年 4月 1日） 328名 50名 

４年目（平成 30年 4月 1日） 335名 7名 

５年目（平成 31年 4月 1日） 335名 0名 

５年間増加数  274名 

 

単位クラブの体制を教えてください。 

① 組織はどのような体制になっていますか？ 

【役員体制】会長、副会長、会計、監査、委員 2名、スタッフ 4名 

【事務局体制】会長、副会長が兼務 

② 加入促進のための組織（体制）はありますか？ 

また市町村や自治会など加入促進に協力してくれる団体等があれば教えてください。 

特になし。 

③ 社協のサロン活動との関係はありますか？  

関係有。 

バスハイクを合同で行っている。 

 

単位クラブの取り組みでこれは是非紹介したい取り組みをご紹介下さい。 

・高齢者への餅配布 

12 月に子供会、自治会、川島すこやかクラブで餅つきを行い、行事に参加が難しい高齢者に餅と子供

からの手紙、花など添えて子供と一緒に届けている。 

 

単位クラブの活動で参加が一番多い人気の活動はなんですか？ 

・川島ふれあい農園での収穫大会 

6 月にジャガイモ、タマネギ、10月にサツマイモ収穫大会を町内全体に案内し、参加された方みんな

に収穫したものを分けている。 

 【結成区域】行橋市  行橋南校区  

【会長名】  田辺 正則         【市町村老連名】 行橋市老人クラブ連合会  

【会 員 数】３３５名（男性１４１名/ 女性１９４名）（高年 1３２名/ 若手２０３名） 

（平成３１年４月１日現在） 
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単位クラブは歩いていける距離という範囲で設置されていることが多いのですが、中には足が悪いなど

の理由で活動に参加できない方がいらっしゃると思います。そういった場合の対応はどうされています

か？ 

 ・行事への参加が難しい高齢者の方に、餅つき大会時餅を配布している。 

 ・日常的な安否確認に加えて、年 2回（6月、12月）ティッシュ 1ケースをお土産に訪問活動を行って

いる。 

単位クラブの広報紙の発行についてお尋ねします。 

① 広報紙の発行をしていますか？   

発行している。 

② 広報紙の発行頻度はどれくらいですか？ 

年 1回くらい。 

③ 広報紙の配布はどうしていますか？ 

会員に配布。 

④ どのような内容を広報紙に入れていますか？ 

年間の行事内容と、主な行事写真を載せている。 

⑤ 広報紙はどなたが作られていますか？ 

事務局で作成している。 

平成２６年度より全国的に実施された『１００万人会員増強運動』で５年間で会員増となっていますが、

どのような取り組みの展開を行ったのか、教えてください。 

・加入促進のためのチラシを作成。 

・年 1回の広報紙で加入促進を行っている。 

（効果が高いと思われる取り組み） 

・主な行事案内を、自治会で配布する市報と一緒にチラシで全家庭に届け、参加を呼び掛けている。 

 

取り組みの成果はどうでしたか？ 

・年間行事計画を毎月の会議で具体化し実行することで、川島すこやかクラブの活動が町内全体に浸透

してきている。高齢者の声かけ見守りについても、川島すこやかクラブの役員・スタッフが中心とな

り町内のネットワークができ、問題もスムーズに対応でき効果をあげつつある。 

今後も活動を継続し、みんなの要望・意見を聞き、多くの方に参加してもらえるよう進めていきたい。 

 

単位クラブの方に、単位クラブの紹介、またはうちの単位クラブの自慢できるとこと、役員の皆さんの

ことなど、一言ずつコメントをいただけると単位クラブの様子が少しでも伝わってきますので是非お願

いいたします。 
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餅つき 

農園での作業 

 

勧誘チラシ 
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