
平成 26 年度 月刊「全老連」掲載一覧 

頁 タイトル 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

１ 表  紙 
小学生への囲碁教室 

（札幌市手稲区金山金寿会） 

山開きイベントに「おふくろの味」

（福井県大野市富田高砂10 ｸﾗﾌﾞ） 

市民にＰＲする「八老連活動展」

(東京都八王子市老連) 

子どもたちに伝える｢おたのもさん｣

(愛媛県西条市西長野老人クラブ) 

手づくり生活用品「老人の店」 

（兵庫県豊岡市竹野町老連） 

朝食会で子どもとふれあい 

（佐賀県佐賀市上大津老人ｸﾗﾌﾞ） 

２ 

特  集 

 

Ｐ２～11 

市町村老連における 

会員増強の取り組み 

 
「会員増強に資する活動実践」関

係者による検討会から 

 

清水勇作（東京都昭島市老連） 

八田修（静岡県長泉町老連） 

手島博文（鹿児島県薩摩川内市

老連） 

椎名久美子（埼玉県老連） 

 

 

総力を結集して 

全国100万人会員増強 

を達成しよう！ 
 

本年度から、老人クラブ 

『100万人会員増強運動』 

を展開 

 

 

 

 

Ｐ２～８ 

勧誘・ＰＲ・クラブづくり 

 

事例から見る 

「100万人会員増強運動」

のヒント 

 

 

 

神戸市老連における 

高齢者同士の支え合い 

 
～ボランティア登録により 

組織的に日常生活を支援 

 

 

 

 

平和への思いを伝えよう！ 

 

～次代に戦争体験を伝える 

取り組み 

 

 

広島県福山市老連 

茨城県水戸市高連 

東京都墨田区老連 

 

育児体験記が伝える 

“子育ては 

 かけがえのない時間” 

 
３ 

４ 

５ 

６ 
消費者被害 

防止講座 
＜特集＞ 

① 事例・新聞購読の契約 

全国消費生活相談員協会協力 

② 事例・健康食品 

全国消費生活相談員協会協力 

③ 事例・布団の訪問販売 

全国消費生活相談員協会協力 

④ 事例・投資話にご注意 

全国消費生活相談員協会協力 

⑤ オレオレ詐欺 

全国銀行協会協力 

７ 地域支え合い 
高齢者の社交場「せんだんカフェ」 

（島根県松江市片江老友会） 

困ったときの「サポーター制度」

（福岡市早良区田新町新和会） 

復興住宅と施設へ友愛訪問、喫茶 

（神戸市東灘区魚埼川西豊友会） 

支え合いマップづくりで助け合い

(石川県輪島市浦上あすなろ友和会） 
孤独解消「大別当のお茶の間」 

（新潟市南区第一長生会） 

お知らせ 

高齢消費者被害防止キャンペーン 

８ 

会員増強運動 

＜特集＞ 

地区を超えたクラブ結成、 

女性が活躍 

 

（千葉県茂原市長寿連） 

＜特集＞ 

“くちコミ”は会員増強の特効薬 

 

(青森県平内町老連) 

町内会協力によるクラブ再建が 

市老連会員増強に波及 

 

（岡山県津山市坂上敬人会） 

地域住民にクラブの 

存在感を高めて会員増へ 

（長崎県大村市 

三浦東老人クラブ） ９ 
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北から南から 

老人クラブのふるさと学び 

―ふるさとかるたを活用して 

（新潟県新発田市 

 上本田寿クラブ） 

伝統行事を引き継ぎ、 

子どもと交流 

 

（群馬県片品村武尊親和会） 

温故知新―歴史を伝え、 

地域・子どもと交流 

 

（沖縄県嘉手納町老連） 

ソバ打ち交流で 

閉じこもりや孤立を防ぐ 

 

（福島県国見町寿連若手委員会） 

子ども見守り隊と 

花づくり隊で交流 

（大阪市淀川区 

加島中下町老人クラブ） 11 

12 風／いちょう ＜特集＞ 
老人クラブメインテーマ、 

フィリピン台風災害義捐金贈呈 
風１ 群馬県片品村小学校長 賠償責任保険のご案内 中央セミナー報告 風２ 育児体験記選考者 

13 いちょうだより クラブ数・会員数 第43回全国大会案内 ｢高齢期は食べ盛り」ＤＶＤ無償配布 同上 全老連役員改選 地域文化伝承館案内（栃木県） 

14 

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ 
ｵ）ﾚｯﾄﾞｿｯｸｽ(赤い靴下) 

(大阪府泉大津市旭町旭寿会) 
書評 

ｵ）帽子とジャンパー 
(鹿児島県志布志市山重第2 ｸﾗﾌﾞ) 

書評 
ｵ）本格芋・麦焼酎「絆」 

（福岡市南区シニア連） 
書評 

ひろば 
昔の思い出を話し合う 

（宮城県） 
ニューエルダー大賞募集 

災害で集団移住したクラブ 

（長野県） 
「消費者問題出前講座」案内 

 臨時給付金案内 

（厚生労働省） 
老人の日 

15 老人クラブ保険 26年度資料配布中 保険Ｑ＆Ａ 保険Ｑ＆Ａ 
沙漠緑化の訪中団ご案内 

（日本青年団協議会） 
賠償責任保険案内 保険加入者向けサービス 

16 
異動・お知らせ

編集後記 
異動、岡山市加入、投稿募集 異動、新局長挨拶、月刊「全老連」 異動、リーダー必携、月刊「全老連」 異動、手帳、月刊「全老連」 異動、会員章 

異動、社会奉仕の日、 

育児体験記販売 



平成 26 年度 月刊「全老連」掲載一覧 

頁 タイトル 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

１ 表  紙 
わくわく楽しい運動会 

(北海道黒松内町老連) 

カンコロお接待 

（大分県姫島村老連） 

シニアクラブ慰問団「夢」 

（栃木県矢板市片岡長生会） 
 

集落伝統の「水引十人芸」 

（福島県南会津町舘岩地区老連） 

干支のジャンボ雛 

（奈良県高取町上子島老人会） 

２ 

特  集 

Ｐ２～６ 

のばそう！健康寿命 

―健康づくり活動賞から 
岩手県盛岡市中堤町つつみ会、茨城県

茨城町桜丘団地クラブ、群馬県伊勢埼

市老連あずま地区、福井県勝山市野向

町長命会、京都府木津川市上狛南部老

人会、岡山県倉敷市真備地区老連、大

分県大分市青葉台ことぶき会、岐阜県

本巣市一色第二健寿クラブ、名古屋市

守山区下志段味学区志寿会、大阪府交

野市星連、宮崎県新富町田中寿クラブ 

Ｐ２ 天皇皇后両陛下、 

老人クラブ活動をご視察 

～東京都練馬区老連へ 

Ｐ３～７ 

会員増強へ向けた工夫 

―仲間づくり活動賞から 
熊本県人吉市瓦屋町老人クラブ、福

島県福島市南沢又北寿楽東会、岐阜

県土岐市泉が丘長寿クラブ、福井県

越前市富士見が丘シニアクラブ、札

幌市手稲区前田東はまなす友の会、

東京都日野市和楽会、栃木県宇都宮

市ローズ会、神奈川県南足柄市老連、

奈良県平群町長連クラブ統括部 

 

Ｐ２～６ 

高齢者同士の支え合い 

―ボランティア活動賞から 

 
山形県鮭川村石名坂・小反老人クラ

ブ白寿会、東京都品川区南大井豊寿

会、島根県浜田市相生しあわせ会、

広島県江田島市大柿町老連、秋田県

潟上市児玉創寿会、茨城県水戸市浜

田竹クラブ、奈良県大和郡山市新町

福寿会、神戸市中央区ふきあい寿会、

鹿児島県喜界町上嘉鉄東単位長寿会 

 

 Ｐ２・３ 

 新年挨拶  全老連会長 

 厚生労働省所管課 挨拶 

 

  

第 43回 

全国老人クラブ大会 

報告号 

 

 

 

全老連がすすめる 

「３つの保険」 

 

 

 

老人クラブ活動で、地域の 

元気を盛り上げよう！ 

 

みずほ教育福祉財団助成 

「チャレンジ！地域の 

元気づくり事業」 

 
北海道栗山町、千葉県市川市、

名古屋市北区、京都市西京区、

島根県出雲市、宮崎県国富町 

の各老連 

３ 

４ 

５ 

６ 
消費者被害 

防止講座 

⑥ 架空請求詐欺 

全国銀行協会協力 

⑦ 還付金等詐欺 

全国銀行協会協力 
＜特集＞  

⑧ 被害防止の心得 

警察庁協力 

⑨ 特殊詐欺の被害状況 

警察庁協力 

７ 地域支え合い 
高齢者同士が支え合う地域 

(宮崎県宮崎市小松台ﾊｲﾗﾝﾄﾞむつみ会） 

買い物サービスと喫茶 

（兵庫県養父市下八木老人ｸﾗﾌﾞ） 

「友愛ひかわヘルプ隊」 

(神奈川県相模原市ひかわ会) 
 

日常的安否確認・ついでの生活支援

（宮城県栗原市金成地区老連） 
見守り新鮮情報 

８ 

会員増強運動 

「若手クラブ」「広域クラブ」で 

新たな取り組み 

 

（岐阜県大垣市老連） 

会員増強は、会活性化の第一歩 

 

（長野県駒ケ根市高連） 

趣味クラブで 

若手高齢者の仲間づくり 

 

（静岡県シニアクラブ袋井市） 

 

老人クラブをＰＲ、 

若手の声も取り入れて会員増へ 

 

（鳥取県伯耆町老連） 

社会福祉協議会や町内会の 

協力を得て、会員増 

（茨城県坂東市 

新町シニアクラブ） ９ 
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北から南から 

創作演劇発表により 

伝承や詐欺被害防止 

 

（和歌山県橋本市古佐田老連） 

クラブの組織で地域の未来を 

 

（群馬県中之条町老連） 

老人クラブマイスター養成講座で

活性化をはかる 

 

（名古屋市中村区老連） 

 

認知症の方を抱える家族のため 

介護者カフェを開催 

 

（三重県松阪市老連） 

地元ケーブルテレビを活用した 

広報・ＰＲ 

 

（大分県国東市老連国東支部） 11 

12 風／いちょう 
風３ (特集関連) 

  ヨガインストラクター 
＜特集＞ Ｐ12～13地域文化伝承館報告  風４ 全国大会助言者 クラブ数・会員数報告 

13 いちょうだより ブロック研修会報告 ＜特集＞ 
高齢者の詐欺被害を防ぐ 

キャンペーン始まる 
     女性セミナー報告 友愛活動セミナー報告 

14 

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ 
ｵ）灘区老連会歌 

（神戸市灘区老連） 
書評 

ｵ）さくらの赤飯 

（徳島県板野町さくらｸﾗﾌﾞ） 
 書評 

ｵ）吉良川町並み音頭 
（高知県室戸市吉良川老人ｸﾗﾌﾞ） 

ひろば ＜特集＞ 月刊「全老連」投稿募集 ＜特集＞  
75歳にして歌手デビュー 

(東京都) 

「昭和の子育て」読み聞かせ 

（熊本県） 

15 老人クラブ保険 賠償責任保険案内 賠償責任保険案内 賠償責任保険案内 賠償責任保険案内 除雪事故多発 保険Ｑ＆Ａ 

16 
異動・お知らせ

編集後記 
月刊「全老連」 日誌・会計簿案内 肺炎球菌ワクチンお知らせ  異動、兵庫県多可町”敬老のうた”  全老連発行図書・教材案内 


