
平成 25 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 
切り絵教室で生活に活力 

（富山県南砺市福野北部長寿会） 

一緒に歌いましょう合唱団 

（堺市美原区老連女性部会） 

毎月の楽しい集い 

（島根県松江市老連） 

男女混成フラダンス部 

(東京都八王子市第二むつみ会） 

「ゴーヤ」でエコに涼しく 

（岐阜県多治見市北丘会） 

芸能老人 元気クラブ 

（秋田県仙北市老連） 

２ 

特  集 

 

 

会員のつながりに 

互いが支えられた① 

 

－東日本大震災と老人クラブ活動

に関する検討会から 

 

佐々木鋼文（岩手県） 

菅原京子（宮城県） 

山形邦夫（仙台市） 

鈴木照重（福島県） 

 

 

 

会員のつながりに 

互いが支えられた② 

 

－東日本大震災と老人クラブ活動

に関する検討会から 

 

 

 

活性化に大事なことは、 

「若手会員の加入促進・登用」 

 

「老人クラブ活性化３か年計画」 

 市区町村老連アンケート結果報告 

 

 

 

 

「ザ（座）・たまり場づくり」 

を提案 

 

－大分県日田市老連 

活性化委員会の取り組み 

 

 

 

子どもとの交流活動を 

広げよう 

 

 

秋田県秋田市勝淵老人クラブ 

静岡県島田市いきいき連 

岐阜県岐阜市岩地区老連 

福岡市南区シニア連 

 

 

あたたかな地域づくりを 

めざして 

～人と人をつなぐ 

老人クラブの地域活動 

 

川崎市宮前区老連、長野県安曇野

市小田多井老人クラブニコニコ会 

沖縄県井江村老連、滋賀県甲賀市

老連信楽支部、大阪府東大阪市正

信会 

 

 

３ 

４ 

５ 

６ 健康講座 － 高齢期の運動①よい姿勢 ②運動器の10年と老人クラブ ③身体活動基準2013 ④深呼吸は健康のバロメーター 
⑤転ばないからだづくり 

―脚筋力でつまづき予防 

７ 女性若手ﾘｰﾀﾞｰ 川下玲子（徳島県） 玉井文子（福井県） 川本美智子（奈良県） 尾崎義美（佐賀県） 隈﨑博子（宮崎県） 川端敬子（堺市） 

８ 

北から南から 

運営方針と活動体制を 

明確に、事務局も設置 

（茨城県土浦市 

板谷町はつらつ会） 

足尾の山に緑を取り戻す 

苗木を育てる運動 

（群馬県沼田市 

老人クラブみのり会） 

「シニアカレッジくわな」を開校 

 

（三重県 桑名市老連） 

趣味サークルを増やして、 

会員増 

 

（千葉市若葉区小桜明星会） 

地域貢献と親睦、健康 

結成３年目のクラブ 

 

（大阪市住吉区のぞみ会） 

会員の心と体の健康をめざして 

 

（熊本県南阿蘇村福寿会） ９ 

10 ふれあい農園で子育て支援 

 

（大阪府 河南町老連） 

共に手を携えて健康づくり 

（北九州市若松校区 

古前校区老人クラブ） 

高齢者パワーで、 

地域の活性化に一役 

（京都府京丹波町質美地区老連） 

「教室」通いは、元気の源 

 

（宮城県栗原市一迫地区老連） 

リーダー養成のための 

若手会員講習会開催 

 

（東京都日野市老連） 

看護専門学校で講義 

－学生は老人ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽﾀｯﾌに 

 

（北海道苫小牧市老連） 11 

12 潮  流  クラブ数・会員数 ｢高齢期は食べ盛り」ＤＶＤ無償配布 
クラブへの応援メッセージ 

（村上寿来） 
悪質商法防止、消費者出前講座 地域文化伝承館案内（高知県） 

東日本大震災、 

続く老人クラブの支援・交流 
13 いちょうだより  健康づくり中央セミナー報告 第42回全国老人クラブ大会案内 みずほ教育福祉財団助成紹介 老人クラブ補助の仕組み 中央セミナー報告 

14 

書評／サロン お知らせ 

全老連女性委員会20周年事業 

おばあちゃん世代の育児体験記 

「心に残る育児体験」募集！  

サロン拝見 

（鹿児島県奄美市小俣松葉会） 
書評 

サロン拝見 

（高知県いの町天王友輪会） 
書評 

サロン拝見 

（岡山県倉敷市二子25） 

ひろば ﾆｭｰｴﾙﾀﾞｰ大賞募集 脳の活性化勉強会（埼玉県） 
心機一転、クラブ再生 

（横浜市） 

会員の笑顔を写真撮影 

（和歌山県） 
災害避難路の確認（大阪市） 

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 保険料金 

16 
異動・お知らせ

編集後記 
書評、月刊「全老連」 

訃報、公益法人移行報告、育児体

験記募集、月刊「全老連」 
異動、会員章、月刊「全老連」 異動、リーダー必携、手帳 訃報、異動、月刊「全老連」 社会奉仕の日、老人の日 



平成 25 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 
慶祝文化や民族芸能の伝承 

（福井県池田町慶祝謡クラブ） 

「女性感謝デー」開催 

（広島県福山市ほのぼの会） 
 

新年の「門松立て」 

（山口県岩国市老連由宇支部） 

紙芝居による友愛訪問 

（大阪府交野市星田寿会） 

尾道みなと祭に「まけとら連」 

（広島県尾道市老連） 

２ 

特  集 

 

こうしてクラブ、会員を増やしま

した－仲間づくり活動賞から 

 

北海道八雲町老連、群馬県館林市近

藤永寿クラブ、京都市中京区主六シ

ニアクラブ、鹿児島県薩摩川内市上

手前高齢者クラブ、千葉県香取市大

戸長寿会、神奈川県二宮町富士見が

丘１丁目ゆめクラブ、横浜市中区本

郷町末広会、岐阜県岐阜市第９梅寿

会、兵庫県川西市いきいき元気クラ

ブ、広島市東区馬木東ひまわり会、

宮崎県延岡市家田青葉会 

 

みんなで健康づくり 

－健康づくり活動賞から 

 

青森県青森市本郷若返り老人クラ

ブ、徳島県小松島市森の本ふれあ

い会、奈良県葛城市長尾第１～４

支部、栃木県矢板市木幡東校友会、

三重県亀山市老連女性部 

 

老人福祉法50周年 

老人保健法30周年記念 

第 42回 

全国老人クラブ大会 

報告号 

 

Ｐ２・３ 新年挨拶 全老連会長 

  厚生労働省所管課 挨拶 

 

Ｐ４～７ 地域と高齢者の安全・

安心―ボランティア活動賞から 

北海道ニセコ町老連、神戸市垂水区

千代が丘幸友クラブ、鹿児島県南さ

つま市上馬場恵美須会、札幌市北区

屯田地区老連、富山県滑川市加島町

二区福寿会、大阪市鶴見区茨田東連

合老人クラブ、茨城県水戸市高連女

性委員会、神奈川県小田原市曽我地

区老連、横浜市神奈川区西菅田団地

ことぶき会 

 

  

老人クラブ傷害保険 

―いざという時の備えで、 

活動参加者に安心感を！ 

 

 

 

老人クラブで地域を元気に！ 

－平成25年度みずほ教育福祉財団

モデル事業報告 

 

大分県臼杵市老連、愛知県蒲郡市

老連、和歌山県有田市老連、熊本

県山鹿市鹿央支部、栃木県小山市

老連 

 

Ｐ４  

「おばあちゃん世代の育児体験

記」発刊！ 

３ 

４ 

５ 

６ 健康講座 
⑥転ばないからだづくり 

―とっさの一歩 
⑦シニアの体力測定  ⑧暮らしの中に運動を ⑨無理のない動き１ ⑩無理のない動き２  

７ 若手リーダー 矢吹フミ子（福島県） 島田和子（横浜市）  端野久美子（兵庫県） 白圡元恵（名古屋市） 中西嘉津子（岡山県） 

８ 

北から南から 

ボランティアグループから 

老人クラブへ 

 

（名古屋市緑区浦里虹の会） 

町内会と連携して会員拡大、 

クラブも活性化 

 

（札幌市西区西町睦み会） 

 

 
    ＜特集＞ 

地域の支え合い 

「らくらくショッピング」 

（島根県隠岐の島町 

今津老人クラブ長生会） 

未加入者の体験参加、 

自治会協力で活性化 

 

（宮崎県宮崎市小牧台福寿会） ９ 

10 小学生に「命の授業」 

 

（和歌山県かつらぎ町老連） 

農園、集い、スポーツで 

仲間づくり 

 

（香川県高松市円座地区老連） 

 

農園が結んだ、 

仲間と地域住民の絆 

 

（山梨県甲府市千塚地区老連） 

生きがい教室再開と会報紙発行 

 

（福島県楢葉町老連） 

めざせ老人クラブ加入日本一 

壱岐の島 

 

（長崎県壱岐市老連） 11 

12 潮  流 
金融犯罪防止「出張講座」案内 

（全国銀行協会） 
ブロック研修会報告  地域文化伝承館報告 健康づくり中央セミナー報告 

年金記録広報 

（日本年金機構） 

13 いちょうだより 保険改定 日誌・会計簿案内            同上 女性リーダーセミナー報告 友愛活動セミナー報告 

14 

書評／サロン 書評 
サロン拝見 

(名古屋市南区宝南寿会第2 ｸﾗﾌﾞ) 
 書評 

サロン拝見 

（茨城県結城市見晴町筑望会） 
書評 

ひろば 
故郷の仲間へ加須からの手紙 

（福島県） 

山田寿会は50年前に誕生 

（和歌山県） 
 

副知事と消費者被害防止で懇談

（長野県） 

傷害保険で加入促進 

（大分県） 

七つの活動目標 

（千葉市） 

15 老人クラブ保険 保険料金 保険料金  保険Ｑ＆Ａ 保険Ｑ＆Ａ 行事保険改定 

16 
異動・お知らせ

編集後記 
異動、投稿案内、月刊「全老連」 会員章、月刊「全老連」 

 

 
異動、見守り新鮮情報 会員章、投稿呼びかけ 全老連発行物価格改定案内 

 


