令和２年度 事業実施状況（詳細）
行 事 名

期 日

場 所

内

容

【県老連】
○監事監査

4.15 水 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ○令和元年度事業執行状況及び決算

〇第9回定時

5.22 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 7人 ・委任状提出 30人 ・書面議決 18人 計 55人 (正会員数 57人）

社員総会

・議長

田中 大野城市シニア連会長

〔議事〕
○令和元年度事業実施状況について
○令和元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 （・令和２年度事業実施方針 ・令和２年度正味財産増減予算）
○理事会
・ 第58回

4.23 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
○令和元年度事業実施状況について
○令和元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９回定時社員総会（案）について
〔その他〕
○令和２年度事業実施方針及び正味財産増減予算について

･ 第59回

5.22 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
○代表理事（会長）の選定（案）について
〇福岡県老人クラブ連合会役員（案）について
〇健康推進委員会委員（案）について
〇女性委員会委員（案）について
〇副会長の会長職務の代行順序（案）について
〔その他〕
〇財産管理運用委員会委員名簿
○各種協議会・委員会等委員

・第60回

8.25 火 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 14人
〔議題〕
○会員増強運動実施要領に係る県老連会長表彰について
〇高野山への参拝について
〔報告〕
〇全老連会長表彰について
〇事業実施状況について
〇今後の事業について
〔その他〕
〇コロナ禍の老人クラブ活動について（意見交換、通知文書説明）

・第61回

9.18 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 17人
〔議題〕
○令和２年度福岡県老連会長表彰について
○令和２年度「会員増強運動」会長表彰の取り消しについて
〔報告〕
○令和２年度事業実施状況について
○今後の事業（予定）について
〔その他〕
○「会員増強運動」会長表彰及び特別賞の表彰について
○市町村や県、県老連からの補助金について（事務局からの説明、意見交換）

令和２年度 事業実施状況（詳細）
行 事 名
・第62回

期 日

場 所

内

容

10.8 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 15人
〔議題〕
○令和２年度福岡県老連会長表彰受賞者の追加・取り消しについて
○健康推進委員会委員の承認について
〔報告〕
○全老連の保険取扱代理店・(有)シニアサービス社からの寄付金について
○令和２年度会長・副会長・常務理事職務執行報告について
〔その他〕
○会員増強活動状況について（意見交換）

・第63回理事会・地

1.29 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大のため開催を中止、書面同意により決議を省略。

区老連事務局長

〔議題〕

合同会議

○令和２年度事業実施状況について
○令和２年度予算執行状況について
○令和２年度事業実施方針・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
○令和２年７月豪雨による被災指定旅館の指定料免除について
〔報告〕
○令和２年７月豪雨に係る岡山県老連からの義援金の配分について
○財産管理運用委員会委員の辞任・選任について
○持続化給付金の受領について
○令和３年度の指定旅館の指定料減額について
〔その他〕
○令和３年度全老連の事業計画素案（抜粋）

・第64回

3.18 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 14人
〔議題〕
○令和２年度事業実施状況について
○令和２年度決算（見込み）について
○令和３年度県老連事業実施方針（案）について
○令和３年度正味財産増減予算（案）について
○九州ブロック研修会準備資金の積み立て（案）について
○第10回定時社員総会次第（案）について
〔報告〕
○令和３年度全老連事業計画等について
○令和２年度会長・副会長・常務理事職務執行報告について
○令和３年度行事計画について
〔その他〕
○（仮称）防災事業（案）について
○全国老人クラブ大会及び九州ブロック老人クラブリーダー研修会の助成について
○県老連会長表彰について
○コロナ禍におけるクラブへの補助取扱い等について

○業務執行役員会
・第1回

7.1 水 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席 ６人
〔議題〕
○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
〔その他〕
〇令和２年度地区助成金等の配分明細について
○今後のスケジュールについて

・第2回

1.

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催せず、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
○令和２年７月豪雨に係る岡山県からの義援金の配分について

令和２年度 事業実施状況（詳細）
行 事 名

期 日

場 所

内

容

○財産管理運用委員会
・第1回

3.5 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大のため開催を中止、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
○基本財産の管理運用について
○九州ブロック研修会準備資金の積み立て（案）について

○健康推進委員会
・ 第1回

5.28 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
○令和２年度 県老連健康推進事業実施計画について
〇令和２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31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31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42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
○令和２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２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〕
○平成元年度老人クラブ「高齢者向け体力測定」事業実施状況について
○令和元年度第3回健康推進委員会（決議の省略で実施）における各委員からの
意見・要望について

・ 第2回

6.3 水 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 10人
〔議題〕
〇令和2年度県老連三大スポーツ大会の実施・中止について

・ 第3回

8.31 月 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 11人
〔議題〕
○令和２年度事業について
○令和２年度「体力測定講習会」実施要領（案）について
○令和２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
○令和２年度「県老連ペタンク講習会」開催要領について

・ 第4回

2.26 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
○令和２年度事業実施状況報告について
○令和３年度県老連健康推進事業実施計画（案）について
○その他

○女性委員会
・ 第1回

6.3 水 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
〇委員長、副委員長の選出について
○令和２年度事業について（女性委員会の日程、女性リーダー研修会の日程等）
〔その他〕
○令和２年度事業計画

・第2回

9.2 水 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 15人
〔議題〕
○令和２年度女性リーダー研修会について
○「会員増強運動」に係る県老連会長表彰及び推進するための女性部の取組みに
ついて

・第3回

3.2 火 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止、書面同意により決議を省略。
〔議題〕
○令和２年度事業実施報告について
○令和３年度事業計画（案）について

令和２年度 事業実施状況（詳細）
行 事 名
○市町村老連

期 日

場 所

内

容

9.18 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・出席者 55人（県老連役員等含む）

会長会義

○全老連活動賞表彰
（健康づくり活動）

・長門石校区老人クラブ連合会（久留米市）

（健康づくり活動）

・田本豊寿会（八女市）

（その他の活動（生活環境改善））

・花見1・2区市シニアクラブ（福津市）

○講演「高齢期の食生活について」
低栄養 フレイル・サルコペニア ロコモティブシンドローム
医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科
管理栄養士 山田久美子氏
○県老連事務局からの報告・説明等

県老連事務局

○市町村老連会長研修会
・新任会長研修会

6.9 火

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
（新任会長 16人）
（資料内容）
・老人クラブの組織及び会員数、クラブ数、運営、活動
・令和２年度行事計画

・会長研修会

等

12.18 金 福岡市博多区 ・出席者 62人（県老連役員等含む）
福岡生活衛生 ○全労連会長表彰伝達式
食品会館

○講演「防災対策について」
災害時に“自らの命を守る行動”とは ～風水害編、地震編～
各家庭で取り組む防災対策 ～災害に備えた備蓄について～
福岡県総務部防災危機管理局防災企画課 主任主事 浦大嗣 氏
○会員増強事例発表 ・高良内校区老人クラブ連合会(久留米市)
・城ケ崎つくし会（鞍手町）

・行橋市老人クラブ連合会

・ひかりヶ丘シニアクラブ（宗像市）
○県老連事務局からの報告・説明等

県老連事務局

○単位老人ｸﾗﾌﾞ新任会長研修会
・ 福岡地区

6.16 火

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
・参加予定者 200人
（資料内容）
・高齢者の福祉について ・老人クラブの現状・課題等 ・会員増強運動事例 等

・ 北筑後地区

6.23 火

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
・参加予定者 229人
（資料内容 ： 同上）

・ 南筑後地区

6.30 火

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
・参加予定者 136人
（資料内容 ： 同上）

・ 筑豊地区

6.11 木

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
・参加予定者 108人
（資料内容 ： 同上）

・ 京築地区

6.5 金

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
・参加予定者 95人
（資料内容 ： 同上）

○地区・郡・市町村 7.21
老連事務局長研

火

～22 水

修会
○広報紙づくり
研修会

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
（資料内容）
・老人クラブの概要・組織 ・「社会奉仕の日」活動状況集計 ・今後の事業（予定） 等

7.16 木

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止し、研修会資料を作成・配布。
（資料内容）
・広報紙に係るアンケート結果
・各単位クラブ広報紙

令和２年度 事業実施状況（詳細）
行 事 名

期 日

場 所

内

容

○三大スポーツ大会
・グラウンド・ゴルフ大会 9.16 水
・ペタンク大会
10.6 火

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止。

・ゲートボール大会 10.28 水
○高齢者相互支援リーダー研修会

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止。

・ 福岡地区

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催を中止。

10.22 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者 100人
○会員増強運動表彰式
【会長表彰】 市老連1団体、単位クラブ16団体
○説明 「高齢者の福祉について」

○説明 「高齢者相互支援活動について」
○事例発表
・ 北筑後地区

【特別賞】 3団体

県高齢者地域包括ケア推進課職員
県老連事務局

・福津市 ・須恵町

11.26 木 広川産業会館 ・参加者 76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】 4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」
○事例発表
・ 南筑後地区

11.20 金 大牟田市

県老連事務局

・久留米市 ・筑後市

・参加者 73人

労働福祉会館 ○会員増強運動表彰式
【会長表彰】 単位クラブ4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」
○事例発表
・ 筑豊地区

11.6 金 嘉麻市

県老連事務局

・大牟田市 ・大川市

・参加者 108人

夢サイトかほ ○会員増強運動表彰式
【会長表彰】 町老連2団体、単位クラブ26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」
○事例発表
・ 京築地区

10.15 木 苅田町

【特別賞】 1団体

県老連事務局

・遠賀町 ・鞍手町

・参加者 66人

三原文化会館 ○会員増強運動表彰式
【会長表彰】 単位クラブ7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」
○事例発表
○女性リーダー研修 11.12 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者
会

129人（県老連役員等含む）

○講演「今、私たちにできること ～コロナ禍での女性目線の防災術」
防災士
○事例発表

○「健康をすすめる
運動」推進研修会

県老連事務局

・豊前市 ・築上町

12.3 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者

柳原志保氏

・豊前市 ・太宰府市

117人（県老連役員等含む）

○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「災害に備える！防災講座」
春日市安全安心課防災対策指導員

天野春之氏

○講演「フレイルの進行を予防するために」
公益社団法人福岡作業療法協会 株式会社JIN代表
○体力測定講習会 12.11 金 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・参加者

吉田愛仁氏

66人（補助スタッフ等含む）

○講義 「老人クラブの運動による健康づくり・介護予防」
～元気な仲間に会うために、今日も体操、がんばろう～
「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～
「いきいきクラブ体操」をマスターしよう
○体力測定実技

講義・実技全て

順天堂大学名誉教授武

武井 正子 氏

令和２年度 事業実施状況（詳細）
行 事 名
○高齢者相互支援

期 日

場 所

内

容

1.21 木 ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ ・新型コロナウィルス感染拡大のため開催を中止し、説明会資料を作成・配布。

推進事業事務説
明会
○コロナに係る資料作製、配布等
6,7月

・コロナ禍における活動の仕方を示した「通いの場×新型コロナウィルス対策ガイド」
（東京都健康長寿医療センター研究所）を全市町村老連へ６月と７月に配布。

7月

・三大スポーツ大会中止のため、全会員向けに生活不活発病予防のチラシ２種を作製、

8月

・コロナで外出できない高齢者が動けなくなっている等の情報を受け、「コロナ禍での老

市町村老連の協力を得て配布。
人クラブ活動の留意点」を作製、配布。
・簡単に作れるフェースシールド等を紹介。
1月

・自宅に閉じこもりがちな高齢者へ向けて嚥下障害予防対策のチラシ2種を作製、市町
村老連の協力を得て、全会員へ配布。

【全老連】
〇評議員会
・第1回

6.19 金 全社協

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止となり、評議員全員からの書面同
意による決議の省略により決議があったものとみなされた。
〔議題〕
○令和元年度事業報告について
〇令和元年度決算について
〇分担金の見直し及び「加盟団体に関する規程」の一部改正について
〇「評議員・理事・監事選任規程」の一部改正について
〇評議員の補充選任について
〇理事・監事の選任について

・第2回

7.29

全社協

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止となり、評議員全員からの書面同
意による決議の省略により決議があったものとみなされた。
〔議題〕
○評議員の補充選任について
○理事の補充選任について

・第3回

3.11 木 全社協

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止となり、評議員全員からの書面同
意による決議の省略により決議があったものとみなされた。
〔議題〕
○令和３年度事業計画（案）について
○令和３年度収支予算（案）について
〇評議員の補充選任について

○代表者会議

2.2 火 全社協

（会長、女性代表、

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止となり、参加者を事務局長に絞り、
WEB会議となった。

事務局長対象）

○行政説明 「高齢者関連施策の動向とコロナ禍での支え合い」
厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課長
○基調説明 （1）令和2年度の進捗状況について
（2）令和3年度事業について
（3）老人クラブ保険について
（4）その他
全老連事務局長

〇活動推進員等

正立 斉 氏

9.9 水 全社協

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止。

9.10 木 全社協

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止。

職員セミナー
〇事務局長会議

笹子 宗一郎 氏

令和２年度 事業実施状況（詳細）
行 事 名

期 日

場 所

内

容

○第49回全国老人 11.16 月 山形県山形市 ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止。
クラブ大会

～18 水

○全老連会長表彰
・育成功労表彰

森謙策、 橋本幸夫、 太田東機

・優良老人クラブ表彰

上庄老人クラブ 上庄長命会（みやま市）

・優良市町村老連表彰

春日市シニアクラブ連合会、大木町老人クラブ連合会

※全老連会長表彰については12月18日の市町村老連会長研修会の席で伝達。
○高齢者の健康づ 11.30 月 全社協

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止。

くり・生活支援セ ～12.1 火
ミナー

1

・「高齢者の健康づくり・生活支援セミナー」視聴覚教材（DVD)及び関連資料を作成し、

1

・新型コロナウィルス感染防止対策リーフレット「クラブ活動は、新しい生活様式で」を作

県老連を通じて配布。
○コロナ関係リーフ
レット配布
【九州ﾌﾞﾛｯｸ老連】
○九州ブロック
老人クラブ

製、配布。
7.9

木 熊本市

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止。

～10 金

ﾘｰﾀﾞｰ研修会
○連絡協議会

2.18

木 熊本市

～19 金

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止となり、書面同意により決議があっ
たものとみなされた。
〔議題〕
○令和２年度事業報告及び収入支出決算見込み（案）について
○令和３年度事業計画及び収入支出予算（案）について
○事務局長会議結果報告の承認について
○令和３年度九州ブロック老人クラブリーダー研修会開催要綱（案）について
○連絡協議会の役員選任について
○各県・指定都市老連提出議題

○事務局長会議

8.20

木 福岡市

～21 金

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止。
（書面により意見・情報交換）

【国】
○第33回全国健康 10.30 金 岐阜県岐阜市他
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催延期。
福祉祭

～11.3 火

【県】
○第20回ねんりん
スポーツ・文化祭

11.28 土

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止。

