
平成 30 年度 月刊「全老連」年間掲載一覧 

頁 タイトル 4月 
 

5月 
 

6月 
 

7月 

 

8月 
 

9月 
 

１ 表  紙 
児童公園の清掃活動 
（京都市寿星連合会） 

相撲甚句を披露 
（佐賀県佐賀市校区） 

風船バレーボール 
（奈良県下北山村老連） 

小学生との七夕飾り交流 
（鹿児島県鹿屋市クラブ） 

16万本のひまわり栽培 

（島根県浜田市井野地区老連） 

はぜ釣り大会 

（千葉県茂原市クラブ） 

２ 

特  集 

 

健康づくりの担い手を 

育てよう！ 

 
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 

 

 

 

支え合う地域づくりに 

向けて 

 

新地域支援事業推進 

検討会報告 
 

 

 

若手会員の力を活かそう 

 
体力測定など（北海道北見市） 

市連合会活性化（千葉県茂原市） 

ミニ運動会（兵庫県伊丹市） 

５つのサークル（茨城県クラブ） 

 

 

 

 

会員増強運動 

最終年の取り組みに向けて  

 

 

 

 

 

世代交流活動の広がり 

 
紙芝居を中学生と（長崎県諫早市ク

ラブ）、夏三世代フェスタ（神戸市

北区老連）、高校生へ技伝授（横浜

市栄区老連）、小学校と交流（山口

県周防大島町大島支部） 
 

 

 

全国一斉「社会奉仕の日」に

参加しよう 

 
花植え（兵庫県多可町老連）、社会奉

仕（山口県阿武町老連）、地域を元気

に（岩手県陸前高田市クラブ）、花壇

（神奈川県相模原市クラブ）（大分

県豊後高田市クラブ）、ゴミのない街

（沖縄県那覇市クラブ） 
 

３ 

４ 

５ 

６ 消費被害防止 
⑪ 情報を共有 

（沖縄県与那原町老連） 

地元事例を使った寸劇 

（兵庫県三木市老連） 
見守りサポーター３つの役割 

内閣府特命担当大臣から消費者 

支援功労者表彰がおくられました 
「だまされない音頭」 

（石川県老連女性委員会）  

オレオレ詐欺防止電話かけ当番

（千葉県松戸市はつらつ連） 

７ 支え合い 
41．75歳以上による食事会 

（岡山県新見市クラブ） 
＜特集＞ 

42．みんなが主役のカフェ 
（大分県大分市クラブ） 

43．「ダレデモ・カフェ」 
（東京都目黒区クラブ） 

44．生活困窮世帯の片付け支援
（栃木県市貝町社協）～クラブ活動 

45．見守りあい支え合い 
（富山県朝日町クラブ） 

８ 

会員増強運動 
会員増強に若手委員の活用 

 

（鳥取県境港市連合会） 

あらゆる機会に誘い、 

自治会と協力して会員増 
 

（長崎県長崎市クラブ） 

魅力ある事業と 

地道な勧誘で会員増 
 

（徳島県徳島市クラブ） 

未組織地域でのクラブづくり 
 

（山形県大蔵村老連） 

地域のつながりに 

クラブを立ち上げる 
 

（福井県越前市クラブ） 

会員増により活動参加を増や

して、楽しい活動を充実 
 

（青森県八戸市根岸地区老連） ９ 

10 
 

 

北から南から 

会員と活動参加者を増やす 

工夫 
（長野県松本市クラブ） 

小学生と連携する「シニアの  

おじちゃん、おばちゃん」 
 

（山口県光市周防シニア連） 

二つのサロンで 

元気で楽しいクラブづくり 

 

（滋賀県野洲市クラブ） 

市民と一緒に活動する 

クラブを目指して 
 

（愛知県高浜市クラブ） 

「しずおかアダプト・ロード・ 

プログラム」に参加した 

環境保全活動 
（静岡県焼津市クラブ） 

地区毎の友愛活動から、 

支え合いの地域づくりへ 
 

（山梨県南アルプス市老連） 11 

12 風／いちょう 風: 三重県四日市市老連女性会長 ＜特集＞ 風: 新潟県小千谷市老連女性会長 伝承館案内（富山県老連） 風:大阪市福島区老連女性会長 「シニア世代のみんなの歌集」案内 

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」案内 「老人クラブ手帳」案内 全老連役員改選 全老連ホームページ紹介 

14 

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ 
オリ）記念歌「伝えてナンボヤ」

（大阪府東大阪市老連） 

書評「高齢ドライバーの安全心理

学」（横浜市・武田） 

オリ）朝霧茶の生産販売 

（高知県土佐町老連） 

書評「心を動かすプレゼンの技術」 

（京都市・川島） 

オリ）冊子「染河内」～地区の歴史、

話し言葉と方言（兵庫県宍粟市） 

書評「いつだって心は生きている」 

（石川県・辻口） 

ひろば 
病院での有償ボランティア   

（福岡県小郡市老連） 
大越町ＡＫＢ８４ 

（福島県大越町老連） 

「権利擁護」は自分たちを守ること 

（栃木県市貝町会員） 

移住50年を振り返って 

（パラグアイ老連会員） 

新会員と共に地域で支え合う 

（札幌市清田区クラブ） 

さては認知症？ 

（大阪市天王寺区会員） 

15 老人クラブ保険 保険案内 保険案内 保険案内 保険案内 保険案内（賠責保険） 保険案内（賠責保険） 

16 
異動・お知らせ

編集後記 

異動、機関誌投稿募集、機関誌 

    

異動、消費者講座案内 

 

会員章、機関誌 

 

リーダー必携、機関誌 

 

異動、社会奉仕の日 

 

老人の日ポスター、機関誌 

 



平成 30 年度 月刊「全老連」年間掲載一覧 

頁 タイトル 10月 

 

11月 

 

12月 
 

1月 
 

2月 
 

3月 
 

１ 表  紙 
商業高校販売実習に協力 

（宮崎県都城市老連） 

しまなみ海道サイクリング 

（愛媛県今治市老連若手委員会） 

三世代交流餅つき 

（福島県国見町若手委員会） 

正月の繭玉づくり 

（長野県須坂市クラブ） 
 

古民家の公民館でひな祭り 

（熊本県和水町クラブ） 

２ 

特  集 

 

女性の力を活かそう！ 
 

女性だけのＧＧ大会（岩手県花巻市

老連）、人が集まる活動でリーダーを

育てる（東京都青梅市高連）、女性参

画に向けたクラブづくり（京都府亀

岡市老連）、連合会発展に向けた改

革・改善（福岡県那珂川町シニア連） 
 

 

生活を豊かにする活動 
2018活動賞から 

 

東京都町田市、富山県富山市、大阪

府箕面市、兵庫県加西市老連、島根

県松江市、広島市安佐北区、山口県

平生町老連、 ・老連以外はクラブ 

 

 

クラブは「活動の充実、勧誘」

老連は｢解散防止,復活,設立｣
会員増強運動特別賞から 

 
札幌市清田区、長野県白馬村老連、静

岡県磐田市、広島市佐伯区、高知県

室戸市老連、福岡県福津市、北九州

市戸畑区、鹿児島県宇検村老連、沖

縄県浦添氏老連 ・老連以外クラブ 

Ｐ２・３ 

 新年挨拶（会長、厚労省課長） 

 

Ｐ４～７ 

 地域を豊かにする活動 
2018活動賞から 

秋田県大館市、茨城県東海村、富山県

黒部市、福井県あわら市、愛知県大治

町、三重県紀宝町、神戸市北区、山口

県周南市、鹿児島県鹿児島市 

 

全国老人クラブ大会報告 

 

 

市区町村老連、単位クラブ 

における会員増強運動の 

実施状況 

 
～アンケート集計結果から 

 

 

 

３ 

４ 

５ 

６ 消費被害防止 
特殊詐欺撲滅員として被害を防ぐ

（三重県四日市市老連） 

「だまされんちゃ隊」による被害

防止（富山県滑川市老連） 

８年目を迎える詐欺防止キャンペーン

（群馬県桐生市第12区老連） 

地域高齢者を見守るネットワーク拡

大に向けて（札幌市老連） 
 ＜特集＞ 

７ 支え合い 
「ほのぼのサービスおたがいさ

ま」（京都府笠置町老連） 

身近で親身に「暮らし援助チーム」

（埼玉県川越市クラブ） 

ご近所サロン「どんぐり山の会」

（山口県宇部市クラブ） 

昭和の喫茶店「サロンすみれ」 

（千葉県印西市クラブ） 
 ＜特集＞ 

８ 

会員増強運動 
単位クラブへの聞き取り調査で 

支援につなげる 

（高知県本山町老連） 

“フェイス・トゥ・フェイス” 

の勧誘で会員増 

（北九州市八幡西区クラブ） 

「健康づくり推進員」の育成で 

会員増 

（京都府やすらぎクラブ長岡京

〈市老連〉） 

＜特集＞  

クラブの新設・解散、 

会員加入に向けた対応 

（神奈川県茅ケ崎市老連） ９ 

10 
 

 

北から南から 

防災力向上、健康寿命を 

のばす取り組み 

（横浜市中区クラブ） 

伝統技術の継承 

―ご神木を護るマイト製作 

（島根県松江市クラブ） 

「助け合う高齢者」に向けた 

友愛会員制度 

（北海道網走市老連） 

行政・地域団体と連携する 

「健康クラブ」 

（広島市佐伯区クラブ） 

 

会員もクラブも輝く 

魅力ある老人クラブ 

（兵庫県加西市老連） 11 

12 風／いちょう 
風:北海道苫小牧市老連 

女性会長 
＜特集＞ ブロック研修会報告 

地域文化伝承館報告 

（富山県老連） 
 クラブ数・会員数報告 

13 いちょうだより 中央セミナー報告 日誌・会計簿案内 女性セミナー報告 同上  友愛セミナー報告 

14 

書評／ｵﾘｼﾞﾅﾙ 
オリ）マスコットキャラクター 

「きららちゃん 

（山形県老連） 

書評「認知症『ゆる介護』のすすめ」 

（長崎県・本田） 

オリ）正月のお飾り 

（岡山県矢掛町クラブ） 

書評「生きて帰ってきた男―ある日

本兵の戦争と戦後」（石川県・辻口） 
 

オリ）会員手作りの 

   「お休みベンチ」 

（横浜市磯子区クラブ） 

ひろば 日本証券業協会お知らせ 
楽しい老人会を目標に 

（兵庫県西宮市会員） 

一人暮らし「一品持ち寄り食事会」 

（茨城県龍ヶ崎市クラブ） 

持続可能なクラブを思う 

（長崎県諫早市会員） 
 

芝原元気クラブ「青年部」発足 

（福井県永平寺町クラブ） 

15 老人クラブ保険 保険案内 保険案内 保険案内 保険案内  保険案内 

16 
異動・お知らせ

編集後記 
「シニア世代のみんなの歌集」案内、 

＜特集＞老ク活動全体像 

  

見守り新鮮情報 

 

レク協「健康スポレクひろば」 

 

 

後記 

７月豪雨災害老人クラブ募金報告

月刊「全老連」ＨＰ掲載に変更 

 

 


