
平成 27 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 
アンサンブル 

滋賀県甲賀市信楽支部 

こいのぼりを掲げて世代交流 

（兵庫県篠山市老連） 

1600名の健康フェスティバル 

（長野県長野市老連） 

原爆慰霊祭の熊手、竹箒作り 

（広島市安佐北区関川福寿会） 

生き生き中山っ子茶道教室 
（仙台市青葉区中山川平地区老連） 

小菊作品展、他県とも交流 

（東京都品川区高連） 

２ 

特  集 

 

Ｐ２～７ 

 

 単位クラブの組織と活動 

 

 ―老人クラブ実態 

調査結果から 

 

 

健康づくり・介護予防活動、

友愛活動を、 

地域社会に活かそう 

 

―「『新地域支援事業』に 

  向けての行動提案」 

 

 

Ｐ２～７ 

 

市区町村老連の組織と活動 

 

－老人クラブ実態 

調査結果から 

 

 

 

見守りサポーターで 

詐欺被害を防ごう！ 

 
群馬県高崎市城南地区、秋田

県男鹿市、長野県伊那市、京

都府福知山市、山口県萩市、

岡山県津山市、札幌市手稲区、

広島市西区、鹿児島県薩摩川

内市の各老連 

 

 

“我がクラブの自慢” 

紹介します 

 
茨城県古河市中田倶楽部、鹿児島

県鹿児島市花珠パールの会、福岡

市東区第二高寿会、大阪府島本町

桜井台悠々クラブ、東京都練馬区

老人クラブみどり会 

 

 

若手会員組織の活動 

 

 
福島県棚倉町老連、 

東京都日野市区町村老連、 

京都市老連 

３ 

４ 

５ 

６ 安全・安心情報 ① 交通安全（歩行中） ② 交通安全（自転車） ③ 交通安全（自動車） ④ 消費者被害（最近の詐欺） ⑤ 防犯（住まい） ⑥ 防犯（街の安全） 

７ 地域支え合い 
10．訪問・買い物支援 

（鹿児島県知名町老連） 

11．一人暮らしの困りごとに対応 

（横浜市磯子区上中里きらく会） 

12．自治会に提案「お助け隊」  

（大阪府枚方市三栗ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ） 

13．住民と地域で支え合う 

（宮崎県宮崎市一ッ葉ｸﾗﾌﾞ） 
14．買い物困難者支援事業 

（福岡県岡垣町老連） 

15．会員制のお助けマン互助会 

（島根県出雲市稗原喜楽会） 

８ 

会員増強運動 
地域と強調しながら会員増強 

 

（北九州市小倉南区 豊会） 

クラブ分割により活性化、   

会員増へ 

（香川県三豊市豊中町  

しののめクラブ） 

趣味の会を立ち上げて 

仲間を増やす 

 

（岩手県雫石町老連） 

災害公営住宅において 

県内初となるクラブ結成 

（宮城県松島市  

小松南住宅シニアクラブ） 

地区老連会員増強対策会議から 

会員増へ 

 

（愛媛県今治市大西地区老連） 

町内への周知で会員増 

設立２年目のクラブ 

（鹿児島県鹿児島市 

坂之上西長寿サロン） ９ 

10 
 

 

北から南から 

「農家支援クラブ」が発足 

 

（埼玉県三郷市 東町燐友会） 

身近な友人をお手伝い、 

シルバーヘルパー 

（熊本県合志市 若草会） 

介護予防事業を活用した 

毎月の健康教室 

（愛知県西春日井市 ともえ会） 

一般区民にも呼びかけて 

交流を広げる 

（名古屋市 東区老連） 

戦争体験の語り部、 

花壇管理で世代交流 

（静岡県島田市 元宮の会） 

地区全体で取り組む 

「見守り合うサロン」 

（横浜市南区 六ツ川地区老連） 11 

12 風／いちょう ＜特集＞ 風１ 宮崎県長寿介護課長 ＜特集＞ 風２ 鹿児島県前南さつま市長 リーダー中央セミナー報告 風３ 元秋田県旧比内町長  

13 いちょうだより 健康づくり中央セミナー報告 第44回全国大会案内 ＜特集＞ 伝承館案内（山口県） 社会奉仕の日／年金情報注意 ブロックリーダー研修会報告 

14 

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ ＜特集＞ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・キャラクター 

（京都府老連） 
書評 

ｵﾘｼﾞﾅﾙ・砂糖 
（静岡県掛川市寿永会） 

書評 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・手作りの 20周年賛歌 

（秋田県老連女性委員会） 

ひろば ＜特集＞ ニューエルダー大賞募集 孤独からの解放（東京都） 東日本大震災記念碑（宮城県） 韓国老人会と交流（大阪府） 手づくり料理食事会（徳島県） 

15 老人クラブ保険 保険Ｑ＆Ａ 保険Ｑ＆Ａ 保険Ｑ＆Ａ 賠償責任保険ＰＲ 賠償責任保険ＰＲ 保険Ｑ＆Ａ 

16 
異動・お知らせ

編集後記 
書評、月刊「全老連」 異動報告、機関誌投稿募集 リーダー必携、機関誌案内 異動報告、手帳案内 異動報告、賠償責任保険連絡 老人の日、健康増進普及月間 



平成 27 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 
65歳の方をお祝いする豊齢式 

（徳島県三好市老連） 

地引網交流会 

（高知県安芸市老連若手委員会） 

地域を元気に「シニア小国劇団」

（広島県世羅町いきいきｼﾆｱ小国） 
 

ゲートボールを通して世代交流（堺

市西区浜寺石津校区老連） 

健康づくりリーダーの養成 

（大阪府高石市老連） 

２ 

特  集 

 

Ｐ２～６ 

仲間を増やそう 

―会員増強運動特別賞から 

 
奈良県広陵町老連、群馬県館林市

寿連、鳥取県境港市寿連、鹿児島

県日置市高連、福岡県遠賀町中央

区老人クラブ、札幌市中央区シニ

アすこやかクラブ 

 

Ｐ２～６  ボランティア活

動による地域づくり 
―ボランティア活動賞から 

 
岐阜県美濃加茂市川合西健寿会、三

重県熊野市板屋喜和クラブ、神戸市

垂水区星が丘星朗会、福岡市南区日

佐１丁目明正クラブ、鹿児島県鹿児

島市武岡白百合会、秋田県鹿角市下

小路下老壮クラブ、福井県南越前町

今生白寿会、大阪府東大阪市長瀬南

校区老人クラブ南寿会、広島市安佐

北区鈴張学区老連 

Ｐ２～６ 

地域で存在感を示す活動 
―仲間づくり活動賞から 

 

札幌市東区美香保クラブ、茨城県水

戸市千波むつみ会、東京都八王子市

絹一シニアズ、愛媛県松野町延野々

老人クラブ若葉会、福岡県八女市八

千代会老人クラブ、富山県富山市奥

田校下長寿会連合会、静岡県さわや

かクラブふじえだ連合会、島根県出

雲市高浜地区慶人会 

 

 Ｐ２・３ 

 新年挨拶  全老連会長 

 厚生労働省所管課 挨拶 

 

  

第 44回 

全国老人クラブ大会 

報告号 

 

 

「老人クラブ賠償責任保険」ご

加入はおすみですか！ 

 

Ｐ２・３ 

 震災から生まれた交流 

―東日本大震災から５年 

 

Ｐ４～７ 

広がる健康づくり 

―健康づくり活動賞から 
 静岡県磐田市老連女性委員会、

福井県越前市国高地区老連、京

都府長岡京市老連、岡山県浅口

市緑寿会、福岡市早良区シニア

クラブ万緑会、青森県青森市老

連、福島県伊達市梁川町寿連、

埼玉県白岡市東伸若葉会 

３ 

４ 

５ 

６ 安全・安心情報 ⑦ 見守り新鮮情報 ⑧ 住宅防火 ⑨ 家庭内事故防止 ― ⑩ 転倒事故防止 

７ 地域支え合い 
16．一人暮らし訪問、施設と交流（仙

台市東区南中山かたくり会） 

17.一人暮らしに友愛弁当届ける

（富山県礪波市般若地区老連） 

18．日常生活困りごと「お助け隊」

（山梨県中央市桜ことぶきｸﾗﾌﾞ） 
― 

19．高齢者施設年間ボランティア

（神奈川県寒川町小谷ﾊﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ） 

20．友愛ボランティア 

（大分県臼杵市北海添清流会） 

８ 

会員増強運動 

孤立を防ぐ、 

市老連の個人会員制度 

 

（長野県大町市老連） 

首都圏住宅都市部における 

会員増強運動 

 

（埼玉県上尾市いきいき連） 

クラブを見直して、役員全員で 

会員増に取り組む 

（大阪府交野市倉治老人クラブ 

さんゆう会） 

― 

地域コミュニティを守る 

老人クラブ 

 

（山口県下松市老連） 

町会連携、戸別訪問で増員中 

 

（東京都八王子市狭間福楽会） ９ 

10 
 

 

北から南から 

空き家を利用した 

高齢者の居場所づくり 

 

（滋賀県豊郷町石畑寿会） 

「被爆・戦争体験を語り継ぐ」 

平和集会 

 

（長崎県諫早市老連） 

地域の子どもたちを 

健やかに育てる「寿ルーム」 

 

（徳島県徳島市老人クラブ寿会） 

― 

わがクラブのボランティア活動 

 

（岩手県盛岡市青寿会） 

＜特集＞ 

11 

12 風／いちょう ＜特集＞ 風４ 佐賀県元玄海町長 地域文化伝承館報告 ― ネパール地震災害支援報告 クラブ数・会員数 

13 いちょうだより ＜特集＞ ＜特集＞ 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／ｵﾘｼﾞﾅﾙ 書評 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・Ｔシャツ 
（群馬県安中市老連） 

＜特集＞ ― 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・防災ずきん 

（香川県東かがわ市松原ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ） 
書評 

ひろば 
お知らせ 香川県老連発行記録集 

「我らなお争わず」 

お知らせ 横浜市歴史博物館企画

展で｢高齢者の子育て体験記｣紹介 
＜特集＞ ― 

お知らせ ブラジル日系老連 

結成40周年を迎える 
活動に誘い会員増（福岡県） 

15 老人クラブ保険 保険加入者手紙 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 
異動報告、会員増強報告 老人クラブ日誌・会計簿案内 書評、機関誌案内  

詐欺被害ゼロに向けて―全老連 

女性委員会の懇談会報告 
全老連発行図書・教材案内 


