
平成 28 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	
折り紙サロン	

（長崎県大村市	親和寿会）	

田んぼアートで地域おこし	

（山形県最上町	月舘老人クラブ）	

万葉集を通じて絆を深める	

（山梨県山梨市	窪平高齢者会）	

ふる里劇団で楽しく会員増	

（香川県三豊市	粟島新生ｸﾗﾌﾞ）	

伝統の飾りを子どもに伝える	

（群馬県館林市	三野谷クラブ）	

柏崎ねんりんピック大会	

（新潟県柏崎市老連）	

２	

特	 	 集	

	

Ｐ２～６	

	 健康づくりを進める	 	 	 	

リーダーを育てよう	
みずほ教育福祉財団助成事業報告	

	
山形県酒田市老連、栃木県栃木市

シニア連、岐阜県大垣市老連、	 	 	

和歌山県新宮市老連	

	

笑顔広がる	

世代間交流事業	

	
千葉県浦安市老連、和歌山県	 	

田辺市大塔老連、佐賀県佐賀市	

九十九の会、神戸市須磨区横尾	

老人クラブ、	

	

単位クラブは１人純増、連合

会は新規クラブをつくろう	
	

会員増強運動３年目に向けて	

	

	

	

「老人クラブ傷害保険」	

総合型の入通院補償額を	

増額改定します	

	

	

	

	

地域ネットワークで取り組む	

「見守り・支えあい」	

（東京都荒川区社協講演）	

	 	

	

高齢者が主体となって、詐欺

被害防止に取り組もう！	
平成27年度モデル市町村老連の

取り組み	

	
横浜市都筑区、滋賀県野洲市、神戸

市、奈良県大和郡山市の各老連	

３	

４	

５	

６	 今どき健康講座	 ＜特集＞	
①	 高齢者は低栄養に注意	

７頁東京都長寿医療センター紹介	

②	 自転車の事故では、潜在的な

傷害事故も多い	

③	 災害準備していますか	

（６・７ページ）	
④	 熱中症予防は自己管理が肝心	 ⑤	 主観的健康寿命を延ばす	

７	 地域支え合い	
21．支え合いマップづくり	

（栃木県矢板市	 沢長寿会）	

22．「広野台高齢者お助け隊」	

（滋賀県甲賀市広野台２クラブ）	

23．クラブで自主運営するサロン

（福井県南越前町	 今庄白寿会）	

24．「買い物ツアー」活動	

（岡山県赤磐市斎富ｼﾙﾊﾞｰｸﾗﾌﾞ）	
25．「大津ふれあいサロン」	

（三重県松阪市	大津喜楽会）	

26．日常生活のほんの少しのお助

け隊（愛知県豊田市ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ会）	

８	

会員増強運動	
会員の退会を防ぐ取り組み	

	

（横浜市旭区老連）	

休会２クラブを復活させて	 	 	

全地区にクラブ設置	

（静岡県浜松市	

水窪地区シニア連）	

すべては地域コミュニティのため

に～民生委員、区長の立場から	

（茨城県稲敷市	 	

鳩崎さわやかクラブ）	

自治会と連携して	

クラブづくり	

	

（北海道江別市高連）	

会員増強、クラブ結成に	

向けた働きかけ	

	

（宮崎県延岡市南方地区老連）	

多彩な活動と情報発信	

それが会員増強のキーワード	

（山口県防府市	

大林寺高齢者倶楽部）	９	

10	
	

	

北から南から	

52年目の村における	 	 	 	 	 	

柿の木のつながり	

	

（秋田県大潟村老連）	

３か月間で充実した	

「高齢者健康づくり支援事業」	

（北九州市小倉北区	

泉台校区老連）	

子どもと町の観光を	

通した地域づくり	

（鳥取県境港市	

上道ことぶきクラブ連）	

社会福祉協議会と	

共同したサロン	

	

（宮崎県串間市高連）	

食事会に集う楽しさ	

	

（大阪市住之江区	ニ北リング）	

台風避難時の手伝い、	

日常的な安全パトロール	

（鹿児島県南さつま市	

上馬場恵美須会）	11	

12	 風／いちょう	 風５	 元兵庫県加西市教育長	 ＜健康講座＞	 風６	 元愛媛県角島村長	 ＜健康講座＞	 風７	 元岡山県勝北町長	 社会奉仕の日	

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	 「いきいきダイアリ－」案内	 伝承館案内（長崎県）	 全老連役員改選	 リーダーブロック研修会報告	

14	

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ	
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・	

健康長寿３年日記	

	 （福井県永平寺町老連）	

書評	
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・掲示板	
（京都市老連）	

書評	
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・手作りブローチ	

（山形県山形市老連女性委員会）	
書評	

ひろば	
ウォーキングで健康づくり	

仲間づくり（福井県）	
ニューエルダー大賞募集	 ＯＢ会員へ心の援助（仙台市）	

記念誌「次世代へのメッ	

セージ」発刊（広島県）	

ノースアメリカン号遭難	

救助記念行事（徳島県）	
赤い羽根共同募金のお知らせ	

15	 老人クラブ保険	 保険Ｑ＆Ａ	 保険Ｑ＆Ａ	 保険Ｑ＆Ａ	 保険Ｑ＆Ａ	 賠責保険案内	 傷害保険案内	

16	
異動・お知らせ

編集後記	
機関誌投稿募集	 	 	 	

訃報、異動報告	

「消費者講座」案内	

熊本地震見舞、神戸市映画紹介、

リーダー必携案内	
手帳、機関誌案内	 異動報告、公開講座案内	 老人の日、健康推進普及月間	



平成 28 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	
健康ウォーキングで高尾山の秋を

満喫（千葉市中央区老連）	

保育園児とのふれあい活動	

(富山県黒部市東布施第7福寿会)	

懐かしい童謡唱歌を全員で合唱

（大阪市鶴見区老連）	
	

梅林を管理、世代交流も	

(兵庫県南あわじ市緑町老人ｸﾗﾌﾞ)	

布芝居で高齢者施設訪問	

(新潟県十日町市北新田長者ｸﾗﾌﾞ）	

２	

特	 	 集	

Ｐ２～６	

“見守る”ボランティア	
～2016活動賞受賞団体の活動から	

	

埼玉県狭山市みどりの会、大阪府東

大阪市艮老人会、島根県西ノ島町浦

郷大雅クラブ、岐阜県土岐市下石地

区老連、千葉県南房総市老連、青森

県弘前市相馬地区老連、福岡市早良

区飯倉２丁目長寿会、宮崎家都城市

割付高齢者クラブ	

Ｐ２～６	

こうして仲間が増えました	
～2016『100万人会員増強運動』	

特別賞受賞団体の活動から	

佐賀県鳥栖市、埼玉県越生町、広島

県廿日市市阿品地区、茨城県石岡市

の各老連、岩手県盛岡市西青山２丁

目さつき会、京都市南区南大内新生

第5ｸﾗﾌﾞ、長野県長野市下駒沢駒寿

会、名古屋市天白区相生高年会、広

島県三好市加茂野宮友愛ｸﾗﾌﾞ、長崎

県西海市内寿会	 等	

	

新地域支援事業における	

市町村老連の関わり	

	
石川県津幡町、栃木県高根沢町	

熊本県菊陽町、宮城県石巻市	

の各老連	

	

	 	

	

	

第45回	
全国老人クラブ大会	

報告号	

Ｐ２～６	 様々な工夫をした	

健康づくり活動	
～2016活動賞受賞団体の活動から	

	

福井県永平寺町、鳥取県日吉津村の各

老連、新潟県佐渡市銀杏ｸﾗﾌﾞ、大阪

市此花区桜島老人ｸﾗﾌﾞ、宮崎県日南

市平山高齢者ｸﾗﾌﾞ、秋田県横手市朝

倉長生会七日市ｸﾗﾌﾞ、兵庫県加西市

賀我地区老人ｸﾗﾌﾞ、愛媛県伊予市八

倉金松ｸﾗﾌﾞ、熊本県合志市上須屋親

和会	

	

Ｐ２～６	

世代交流、伝承などに	

よる地域づくり	
～2016活動賞受賞団体の活動から	

	
福島県平田村、長崎県長崎市式見地

区、岡山市中区幡多学区の各老連、	

青森県八戸市親友ｸﾗﾌﾞ、三重県鳥羽

市今浦老人ｸﾗﾌﾞ、新潟県上越市米寿

会、茨城県坂東市辺田上シニアｸﾗﾌﾞ	

３	

４	

５	

６	 安全・安心情報	 ⑥	 楽しい食事を支える(上)	 楽しい食事を支える(下)	 ⑦	 入浴事故を防ぐ６ポイント	 ―	 ⑧	 脚筋力低下予防の生活習慣	 ⑨	 終末期の過ごし方	

７	 地域支え合い	
27.買い物支援、農地管理代理耕作

（大阪府河南町寛弘寺地区老連）	

28.会員外も誘うサロン桃山開設

（島根県江津市小田友和会）	

29.格好よくﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰｻﾛﾝ」	

（堺市南区御池台校区老連）	
―	

30．友愛訪問のなかで生活支援	

（秋田県八峰町立石老人クラブ）	

31．日常生活支援、サロンへ送迎	

（熊本県阿蘇市西三区老人会）	

８	

会員増強運動	

存在感のある活動、	

新設老人会の結成で会員増	

	

（石川県小松市金野地区老連）	

クラブの会員増強と地域づくり	

	

（宮城県石巻市	 定川喜楽会）	

クラブの復活、再編で会員増	

	

（岐阜県岐阜市	 鶉老連）	

―	

組織活性部を中心に	 	 	 	 	 	

多様な取り組みで会員増	

	

（京都府長岡京市老連）	

勧誘方法に知恵を絞り、	

人と人との出会いを大切に	

	

（神戸市東灘区住吉山手明楽会）	９	

10	
	

	

北から南から	

若手委員を中心に	

自治振興区と連携した健康講座	

	

（広島県庄原市志敷信地区老連）	

会員の幸せづくりを目指す	

	

（静岡市	 春三きずなクラブ）	

東日本大震災による	

全村避難から６年目	

	

（福島県	 飯館村老連）	

―	

“老人の森”から始まった	 	 	

環境保全活動	

	

（富山県富山市	 山田老連）	

高齢者と子どものための	

ボランティア	

（大阪府高槻市	 	

淀の原町シニアクラブ）	11	

12	 風／いちょう	 風８	 元川崎市長	 老人ｸﾗﾌﾞ活動日誌・会計簿案内 Ｐ12～13地域文化伝承館報告	 ―	 風９	 元埼玉県大宮市長	 クラブ数・会員数報告	

13	 いちょうだより	 ＜特集＞	 ＜特集＞	 女性リーダーセミナー報告	 	 	 	 	 ―	 ＜特集＞	 ＜特集＞	

14	

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ	
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・キャラクターにこりん

（香川県老連）	

ｵﾘｼﾞﾅﾙ・こんにゃく	
(山口県阿武町福賀ことぶき会)	

＜いちょうだより＞	 ―	 書評	
ｵﾘｼﾞﾅﾙ・カフェののぼり旗	

（長崎県諫早市久山台シニア会）	

ひろば	
投資詐欺にご注意ください	

（日本証券業協会）	

「ＳＳＫ58」再生への道	

（和歌山県和歌山市相生会）	
＜いちょうだより＞	 ―	

日本人移住80周年記念事業	

（パラグアイ日系老連）	

定例会で「お遊び俳句」	

（静岡市清水区呉竹会）	

15	 老人クラブ保険	
保険加入者おたより	

（長崎県佐世保市老連）	

保険加入者おたより	

（長崎県諫早市老連）	

保険加入者おたより	

（大分県大分市老連）	
保険Ｑ＆Ａ	 保険Ｑ＆Ａ	 保険Ｑ＆Ａ	

16	
異動・お知らせ

編集後記	

津波防災の日（避難訓練を	

実施しよう）、公開講座案内	
訃報、会員章案内、機関誌案内	 	 	 公開講座案内、機関誌案内	 	

異動報告、	

熊本地震救援拠金報告	

訃報、異動報告、	

全老連発行物案内	

	


