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今年度は特別な年度になります。この会報が届く頃には
新元号が決まり、五月一日には新天皇が即位し施行されま
す。このほか地方選挙・参議院選考、秋には新天皇即位の
行事等々大変目まぐるしい社会が予想されます。また老人
クラブにおいても、新しい役員体制で何かと忙しく発足

するクラブが多いと思いますが、初期の目的を忘れず
にクラブの活動を続けて行きましょう。 【松坂 尚】

《仙老連正副会長会報告》3 月７日（木）実施
議 題

＊

（１）第６回理事会提出議案について
①第 1 号議案

第 5 回理事会における議事について

☆議事録に掲載する
②第 2 号議案

高齢者相互支援活動委員会の規定変更

☆委員数：現行 15 名（各区 3 名）
→10 名（各区 2 名）に変更する
④第 4 号議案

平成 30 年度事業報告（案）

⑤第 5 号議案

平成 31 年度事業計画（案）

⑥第 6 号議案

平成 31 年度収支予算（案）

⑦第 7 号議案

救援拠金使途計画について

☆会員増強奨励金 ２６０万円×2 ヵ年

⑧第 8 号議案

坂

変更なし

残金 90 万円は再度調整

《仙老連理事会》3/15
議題
（１）３/７の正副会長会の議題と同じ
☆全議案は異議なく承認された

《泉区老連理事会》
議

３月１８日（月）

題

（1）地域社会福祉活動推進研修会について
《3/13：泉区中央市民センターで開催》
・松森及び黒松市民センター館長
・将監西児童館館長
★泉区の連合町内会からの出席はなし
→連合町内会とは、今後改めて開催を考慮する

（２）その他
①いきいきクラブ体操～全老連の推奨
☆各単老の活動等で活用してもらいたい
②仙老連体育祭のオープニング踊り
★1 区のみ ⇒ 5 区にしたらどうか
《今後の課題として話題になるかも》

平成 31 年度通常総会の開催について

（２）平成 31 年度各区老連事業補助金交付額（案）
について
泉区老連分《主な助成金》単位円
①地域社会福祉

812,000

②ウォーキング

159,000

③区老連活動費

660,900

合計 2,263,900

④その他（事務局運営費など）

報

告

（１）泉区まちづくり活動表彰について
☆泉区老連からの推薦「将監なごみの会」が表彰
★6 月 13 日（木）14：00～ イズミティ 21
【泉区まちづくり推進協議会総会で表彰】
（２）その他
①泉区・春の交通安全出発式

＊6 月に修正もあります

（３）平成 31 年度単老実態調査の実施について
☆仙老連全体で実施する

報

尚

参加団体

若手部長の正副会長会への参加について

☆異議なし：3/15 以降参加することとする

③第 3 号議案

松

告

（１）「老人クラブをかたる災害義援金協力依頼」
詐欺に注意～静岡県伊東市の単老会長あて
※添付の「ゆうちょ振込用紙」で
義援金を依頼している

（裏面に続く）

《各専門部よりの提案・報告》

〖～地区老・単老のホットな情報～〗
その１５ 西部地区老たより
小角長生会 会長：佐々木誠一

総務部～
（１）泉区老連の今後の主な予定について
①4/24 泉区老連理事候補者推薦締切
② 〃
単老実態調査締切
③5/10 泉区老連理事候補者打ち合わせ会
④5/17 泉区老連第 56 回定期総会

広報部～
（１）伊達なクラブいずみ 237 号】の発行
（２）広報誌 237 号（4 月）を
仙老連 HP に掲載
（３）５月号のホット情報は

中央地区です
※割当は右表を参照ください

教養文化部～
（１）区老連役員、地区老・単老会長
研修会について（2 月 20 日～21 日）

自然豊かな景観が広がる泉ヶ岳。西部地区 6 地域の中
での小規模地域小角は、準農家として稲作や野菜作りの
盛んな地域です。当会老人クラブは、会員数 42 名（H31．
1.1 現在）の会員で活動しています。
主な事業は、
①社会奉仕～地元・貴船神社の草取りや清掃活動
（年 2 回）
②研修旅行～春秋年 2 回
③健康体操及びお茶飲み会・情報交換～毎月第 3 水曜日
(共催：根白石地域包括支援センター)
☆いきいき健康体操 体力測定 ストレッチ体操
スクワット体操
☆仲間との交流：日常生活に必要な情報交換
④根白石民俗ミニ七夕まつりへの参加～飾り作り 3 日間
⑤敬老祝い会
当会老人クラブは、
「明るく楽しく」をモットーに掲げ、
各種活動を実施しています。高齢化に伴い、今後会員数
の減少が予想されます。会員の皆様のご協力及び支援を
受けながら努力して参ります。
【2019.５月号は中央地区です】
【原稿締切日 ４月 15 日】

於：秋保・ホテルクレセント

★地区老ごとに担当の単老を決めてください

グループ討議の報告

1G

2G

3G

4G

会 員 増 強
☆町内会との連携
☆クラブ内の部活動を会員
以外に紹介⇒勧誘に努める
☆日帰り旅行紹介
★役員への負担
★「老人クラブ」名称
☆直接訪問、勧誘チラシ
☆会員増強プロジェクト
☆健康マージャンや体験入
会が好評
☆町内会行事等を利用して
のクラブ PR
☆会費の負担軽減（夫婦）
★役員の負担が大きい
☆包括支援センターとの連
携
☆誕生会（年 4 回）
☆ラジオ体操・ウォーキング
の実施
★活動内容が分からない
★他のサークル活動が楽し
い

組織づくり・新しい取組
☆クラブ活動に招待
・マージャン
・カラオケ等

☆「支え合う関係」「頼
り・頼られる関係」の構
築
☆新しい運動・スポーツ
を積極的に取り入れる
☆他団体（社協等）との
連携
☆継続的な会員募集

（１）平成３１年度の行事関係
①ゲートボール・ペタンク大会
6 月 5 日か 6 日⇒4/2 に抽選

女性部～
（１）泉区 31 年度の健康麻雀大会
①6 月 8 日（土） ②11 月 30 日（土）
（２）仙老連 5 区交流麻雀大会予定
☆2,020 年 1 月 26 日（日）

特になし

年度月

31 ④

担当地区

西部・西１

年度月

31 ⑧

担当地区

東２

31

⑤

31 ⑥

31 ⑦

北

東１

31 ⑩

31 ⑪

南光台

西部・西１

中央
31

☆年度 31（2019）

⑨

南

④～4 月号

①8 行ほどに各地区老・単老活動紹介コーナーを設
ける＝＝担当は上記の通り、輪番とする＝＝
②内容は写真 2 枚程度とし、コメントを付けて紹介
する → 担当月の地区老会長が定例理事会の
折、広報部に提出する
※写真はデジカメ・記録媒体（USB メモリ）でお願いしますが、
写真でもよろしいです

★やみくもな勧誘は逆効
果

保健体育部～

若手部～

地区老会長さんは、とりまとめをよろしくお願いします

【森田さん事務局在室日】
泉中央老人福祉センター内

４月

３日（水）

13：00～15：00
(会計監査)
5 日（金）
9：00～11：00
8 日（月） 13：00～15：00
12 日（金）
9：00～11：00
15 日（月）
理事会
19 日（金）
9：00～11：00
22 日（月） 13：00～15：00

