平成 29 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

老いも若きも元気をいただく
（福岡市早良区西ことぶき会）

老人・幼児スポーツ大会（栃木県
那須塩原市塩原地区老連）

第 33 回多摩川クラブ川崎
「盆踊り大会」
（川崎市老連）

「大湊ねぶた」に協力
（青森県むつ市川守三楽会）

親子三代千葉おどり
（千葉市老連）

全国一斉「社会奉仕の日」
（大阪市東成区今里福寿会）

２

リーダーを育て、健康づくり
の輪を広げよう！

老人クラブがめざす
友愛活動

組織をあげて会員増強運動
を展開しよう

みずほ教育福祉財団助成
「老人クラブ会議予防・健康づくり
支援事業」報告

会員増強運動
市区町村老連の好事例に学ぶ
（下）

若手委員会による老人
クラブ活性化の取り組み

３

会員増強運動
市区町村老連の好事例に学ぶ
（上）
高知県室戸市、奈良県斑鳩町、和歌
山県御坊市、東京都目黒区、大阪府
高石市、札幌市手稲区、栃木県小山
市、島根県飯南町、宮城県七ヶ宿町、
京都府久御山町 各老連

愛知県大口町、岡山県新庄村、長崎県 高知県土佐清水市老連若手委員会、
佐々町、福島県川内村、茨城県石岡市、 静岡県掛川市老連大須賀支部若手委
千葉県佐倉市、新潟県阿賀町上川地 員会、大阪府交野市星連若手部
区、秋田県八峰町、横浜市緑区、香川
県東かがわ市、宮崎県川南町 各老連

特

紙

集

４

７

―今後２年間の取り組み重点

青森県三戸町老連、山梨県南アルプ
ス市老連、奈良県平群町長連、宮崎
県椎葉村老連、島根県松江市高連

５
６

―これまでの活動を活かして、
地域での支え合いに参加しよう

消費被害防止
地域支え合い

８

見守りサポーターをつくって、
高齢者の詐欺被害を防ごう
「老人クラブ高齢消費者被害防止キ
ャンペーン」の継続推進

32．笑顔あふれるあじさいサロン
（徳島県阿波市中央・曙長寿会

33．
「まごころ隊」の見守り活動
（香川県土庄町北浦地区老連）

34「打馬安心安全見守り隊」
（鹿児
島県鹿屋市打馬第二鶴令会）

35.地域と共に独居や
認知症高齢者を支える
（広島県竹原市弥栄老人クラブ）

36.週１回以上、ボランティアヘル
パーが訪問 （佐賀県神埼町
四丁目老人クラブ）

単位クラブを増やして 98 人増

自治会や行政の協力を得て、
会員増へ

会員増強は日々の活動から
―おしゃべりと口コミで

まず現状把握から
会員増への取り組み

ポイントは、
クラブの減少ストップと復活

活動拠点となる施設整備で
クラブ増へ

（滋賀県野洲市老連）

（堺市北区老連）

（岐阜県多治見市悠光連）

（大分県別府市老連）

（山形県遊佐町老連）

多彩なサークルで
魅力あるクラブを目指す

プラスαの一工夫で、
マンネリ化を打破

夏休み公民館開放事業で
子どもと交流

キャンプ場を開いています

次代を担うリーダー養成
「老連大学校」

（札幌市東区 豊友会）

（広島県福山市 楽々会）

（福井県小浜市今富地区老連）

会員増強運動

９

（千葉県東庄町シニア連）

10

仲間と共に、地域と共に輝く

北から南から

11

① 自治会と情報交換、地域ぐるみ ② 友愛活動を通じた被害防止の ③ サポーターを通じて情報発信、
④ ④ 被害防止に向けてクラブから
⑤ 全クラブサポーター設置に向
の防止（大阪府池田市友連）
取り組み（千葉市老連）
地域に発信（高知県奈半利町老連） けた３年計画（北海道北見市老連）
情報収集（茨城県守谷市老連）

（神戸市北区 白寿会）

（滋賀県米原市宇賀野老人クラブ）

（兵庫県加古川市老連）

12

風／いちょう

友愛活動セミナー報告

風:福井県永平寺町老連女性会長
和田高枝

「老人クラブがめざす友愛活動」
発行案内

地域文化伝承館開設案内
（秋田県老連）

風:福岡県築上町老連女性会長
西畑イツミ

社会奉仕の日、老人の日

13

いちょうだより

健康づくり中央セミナー報告

全国老人クラブ大会案内

「リーダー必携」発行案内

「老人クラブ手帳」発行案内

会員増強運動に
女性パワーを発揮しよう

見守り新鮮情報ＰＲ

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ

書評「友だちの数で寿命は決まる」

オリ）チューリップハット
（佐賀県唐津市老連手芸の会）

ひろば

動画「南区シニアネット講座」
配信スタート（福岡市南区老連）

私のシニア生活（東京都江東区
ＮＰシニアクラブ）

何でも言えて頼りにできる仲間づくり
（和歌山県白浜町 円月会）

縁あって出会った仲間（宮城県南
三陸町東地区高齢者クラブ）

老人会を訪ねた小学生の感想
（神戸市須磨区つくしの会）

戦争中の帰郷 おにぎりに感謝
（福島県西会津町老連）

15

老人クラブ保険

保険Ｑ＆Ａ

保険Ｑ＆Ａ

保険Ｑ＆Ａ

保険Ｑ＆Ａ

保険Ｑ＆Ａ

保険Ｑ＆Ａ

16

異動・お知らせ
編集後記

機関誌投稿募集

異動、自転車月間、機関誌

異動、会員章、機関誌

異動、リーダー必携、機関誌

異動、社会奉仕の日

全老連ＨＰ、健康推進普及月間

14

書評「よくわかる高齢者の
認知症とうつ病」

オリ）マスコットキャラクター
書評「高齢者の安全入浴に関する
「ねんりん」（愛知県稲沢市老連）
教本」

オリ）お茶の加工販売（大分県臼
杵市シニアクラブ三色すみれ）
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１

表

紙

２

11 月

12 月

お月見団子づくりの伝承
（横浜市緑区中村万年青会）

世代間スポーツ交流会
（北海道夕張市老連）

高校生からのマフラー贈呈式
（名古屋市南区老連）

地域を豊かにする社会活動
～2017 活動賞から

３
４

10 月

特

集

５

生活を豊かにする楽しい活
動 ～2017 活動賞から

会員増の事例から学ぼう
～会員増強運動特別賞から

東京都大田区多摩川芙蓉ハイツシニ
アクラブ、宮崎県綾町麓高年者クラ
ブ、福井県永平寺町松岡地区健連、
京都府舞鶴市多門院長生会、兵庫県
稲美町老連、岩手県紫波町古舘第２
白寿会、島根県大田市福吉会

札幌市東区明和クラブ、山口県阿武
町奈古第８寿齢クラブﾞ、栃木県矢板
市片岡寿会、滋賀県守山市河西ニュ
ータウン鳩の森ｸﾗﾌﾞ、神奈川県寒川
町シ連、神戸市灘区老連、大分県大
分市太田老人クラブ

群馬県高崎市足門町長寿会、大阪市
西淀川区出来島熟年会、奈良県生駒
市鹿ノ台北桜美会、佐賀県伊万里市
山代しろやま長寿会、岩手県普代村
老連、茨城県阿見町シル連、長野県
伊那市老連、鹿児島県奄美市老連

1月

年頭挨拶（Ｐ２～３）
全老連会長 斎藤十朗
厚生労働省老健局
振興課長
込山愛郎

2月

3月

餅でつながる世代間交流
(愛知県日進市 野方友愛クラブ）

世代間交流時には国際交流も
（千葉県成田市西三里塚寿会）

転倒を防ごう！
～老人クラブ傷害保険事故
集計から

第４６回
全国老人クラブ大会
報告号

老人クラブ活動への理解を
広めて、新地域支援事業へ
参画しよう
岩手県二戸市老連
埼玉県川越市老連

６

消費被害防止

⑥ ワークショップで学ぶ
（神戸市兵庫区老連）

⑦ 被害は誰にも起こるもの
（福岡県中間市老連）

⑧ 地域で防ぐ高齢消費者被害
（岡山県瀬戸内市老連）

７

地域支え合い

37．ばぁばの会を中心に支え合い
(沖縄県うるま市老連具志川支部）

38．雪かき隊、手伝いっこ
（宮城県登米市 新道長寿会）

39．生活支援活動「助け愛ネット」
(大阪府豊能町 ときわ台寿楽会)

40．
「居場所・たまり場」づくりの
推進（横浜市都筑区老連）

41．ボランティア「お助けマン」
（奈良県安堵町柿の里クラブ）

会員増強運動

クラブ復活、楽に活動できる
クラブを目指して
（京都府京丹波町
須知らく‣ らく会）

自分を、会員を「生かす」
会員増強運動
（広島市安佐南区
長束長寿会連合会）

農山村支部における
クラブ復活の取り組み

若手委員会を中心に、
会員外も誘って活動

（福岡県みやこ町老連犀川支部）

（島根県津和野町日原地域老連）

スローガンは「つなぎ、広げ、融
合する」 ～高幡地区老連での
若手委員会の取り組み
（高知県四万十町老連）

特集２（Ｐ６～７）
災害被災地の現状、続く支援の輪

ブロック研修会報告

クラブ数・会員数報告

８
９

未来の子どもたちへ
地域文化の伝承

10
北から南から

11

（熊本県芦北町老連）

班ごとの訪問活動で会員増へ
（和歌山県橋本市 上田千歳会）
男の館“やろう会”
（香川県宇田津町 やろう会
〈サロン〉
）

若手委員会による
老連行事のお助け隊
（宮崎県宮崎市老連）
風:青森県大鰐町老連女性会長

全２０頁

⑨ 怪しい電話があったら、みんな ⑩ 「ＮＯ！詐欺音頭」踊って啓発
で話そう（山形県新庄市老連）
活動（群馬県館林市寿連）

福島県、熊本県、兵庫県、北海道

12

風／いちょう

風:千葉県袖ケ浦市老連女性会
長 高石静江

地域文化伝承館報告

13

いちょうだより

中央セミナー報告

同上

＜特集＞

女性セミナー報告

友愛活動セミナー報告

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ

書評「哲学のヒント」

オリ）正月用しめ縄
（島根県出雲市 石畑喜楽会）

書評「介護がはじまる」

オリ）冊子「伝承！おばあちゃんの
味」
（秋田県老連女性委員会）

書評「組織戦略の考え方」

ひろば

投資詐欺防止（日本証券業協会）

よかった！思い切って出てきた東
京（東京都板橋区東新クラブ）

地域と会員のための野菜販売所
（岡山市北区大窪高齢者クラブ）

ウォーキングー クラブで地球一周
達成！(熊本県天草市牛の首ｸﾗﾌﾞ)

私は見守り３年生
（堺市西区鳳中町長生会）

15

老人クラブ保険

保険Ｑ＆Ａ

保険Ｑ＆Ａ

保険Ｑ＆Ａ

健康活動関連教材紹介

保険Ｑ＆Ａ

16

異動・お知らせ
編集後記

老人クラブ活動全体像

日誌・会計簿発行案内

詐欺注意(銀行協会）
、機関誌

ゆたんぽを安全に（消費者庁）

全老連発行物案内

岩崎さつ

14

