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新年明けましておめでとうございます。
昨年は会員増強に、会員一丸となって誠心誠
意取り組まれましたことに、心より感謝いたし
ます。今年も、昨年に引き続きこの取り組みに
役員一同邁進してまいりますので、ご協力をお
願いいたします。
平成の御代もこの４月迄で、５月からは新元
号となります。新しい年と新元号に希望を持ち、
これからの時代が老人クラブにとって、より素
晴らしい時代となることを願っております。
本年が皆様にとって、輝かしい年となりますよ
う、心よりお祈り申し上げます。 松坂 尚
《仙老連正副会長会報告》12 月 11 日（火）実施
議 題

松

場 所：市シルバーセンター6 階第 2 研修室

☆主な議題の提示

の見直しを含めて意見交換をした
●仙老連体育祭と区老連スポーツ大会との関わ
り合い⇒⇒総務・企画で具体的に検討
（２）第 24 回「在宅福祉を支える友愛活動」
セミナー（H.31/1/30.31）
☆今年度は泉区老連東一地区（モデル地区）
＊松陵寿会⇒⇒佐藤範昭さん
（３）仙老連機関紙 117 号への寄稿依頼
☆東西南北のコーナーに各区老連より特徴あ
る単老活動の紹介を掲載する
締切 12/25
☆今回は西部地区

●救援基金特別会計について

朴沢長寿会が担当

（３）その他

報

●平成３１年度事業計画案 ●平成３１年度予算案

尚

☆2020 年度以降の予算編成について、事業

（１）第５回理事会の開催について
日 時：１２月２０日（木）13：00～

坂

告

（1）全国老人クラブ大会
（12/4.5

沖縄県宜野湾市）について

※上記の議題について提案し、了承された
（２）専門部事業部員の承認について
①教養文化部・・杉山嘉宏さん（宮城野区）
②若手部・・高橋吉弘さん

千葉久雄さん（宮城野区）

※上記の 3 名が承認された

報

告

（１）11/11 実施 介護月間【元気力アップフェステ
ィバル】について
参加者数：≒130 名 アンケート協力 32 人
（２）11/13 実施 若手部企画研修会について
（3）11/14 実施 宮城県による
公益法人立ち入り検査について
●口頭での指摘事項あり、後日文書による指導
（4）全国老人クラブ大会
（12/4.5 沖縄県宜野湾市）について
☆泉区老連より、松坂会長 久道副会長が参加
（5）第 24 回「在宅福祉を支える友愛活動」
セミナー（H.31/1/30.31）
☆今年度は泉区老連東 1 地区（モデル地区）より
1 名出席⇒⇒仙老連事務局に報告
《泉区老連理事会》
12 月 17 日（月）

議

題

（１）平成３１年度仙老連予算（案）について

久道副会長が受賞しました
（2）その他
☆仙老連事務 二本柳局長より
①京都よりコメ 30 ㎏ 泉区老に 6 ㎏
②「仲間づくり」全老連からの資料 単老へ

《各専門部よりの提案・報告》
総務部～
（１）仙老連第 3 回総務部会より

11/28

①第 5 回理事会提出議題について
●平成 31 年度事業計画（案）
●平成 31 年度事業予算（案）
＊平成 30 年度会員の減少 9,442 人

平成 31 年度に

おいても減少が推定される
＊会員減少、会費収入の減収

⇒⇒各専門部への事業の
見直しの検討を要請

（裏面に続く）

＊仙台市からの助成金のみでの事業、助成金+会費収入の事業
等を検討していく必要がある

（１）仙老連若手部会（12/14）について
☆平成 31 年度 パソコン教室を開催予定
☆

②活動資金づくりの提案について
♢岩手県老連の

若手部～

そうめん斡旋

③平成 31 年度単老実態調査について

〖～地区老・単老のホットな情報～〗

☆泉区老連は実施予定

その 12

東 2 地区たより

山の寺五葉会長：菊池一郎

広報部～
山の寺五葉会は、山の寺二丁目に居住する会員で昭和
61 年 4 月、再編独立して設立した。既に 32 年の年月
（２）広報誌 234 号（1 月）を
を経過した。これまで幾多の事業を経験する中で仲間作
りや地域貢献活動をしてきた。目標は親睦・健康づくり・
仙老連 HP に掲載
学習活動・旅行・趣味やスポーツ・奉仕活動などを行う
教養文化部～
「健康で楽しい五葉会」を目指してきた。平成 30 年度
は会員の魅力ある充実した活動を行うため、やむを得ず
（１）区老連役員、地区老・単老会長
会費の値上げをさせていただいた。新しい事業としては、
研修会について
①「うみの杜水族館」を見学し、童心に戻った。②包括
①期日：平成 31 年 2 月 20 日（水）～21 日（木）
支援センターにお願いし、
「介護予防セミナー」を 6 回シ
②場所：秋保温泉 ホテルクレセント
リーズで健康な老後生活を習得した。③会員同士の「誕
生会」を開催し、演奏を聴いたり、サークル活動の唄や
③会費：11,000 円
踊りなどの発表も楽しんだ。また、一人住まい会員との
※詳細については、後日案内があります
懇親会開催や会員の見守り活動、地域奉仕活動等にも積
極的に取り組んでいる。これからも会員の活動を通し、
（２）平成 31 年度（2,019 年度）の作品展
健康長寿を目指すためにも「健康で楽しい五葉会」にし
て参りたい。
・芸能まつり、福祉大会について

（１）伊達なクラブいずみ 233 号】の発行

①期日：2019 年１０月２４日（木）２５日（金）
＊２４日 作品搬入（市民ギャラリー）
＊25 日

福祉大会

芸能まつり（小ホール）

②会場：イズミティ２１

後
保健体育部～
（１）♢42 回ウォーキングの収支報告
＊参加者 24 単老 220 名
♢収入 30,000 円 - 支出 19,800 円
残金 10,200 円
（２）第 4 回グラウンドゴルフ大会の収支報告
＊参加者 86 名
♢収入 54,500 円 - 支出 49,004 円
残金 5,496 円
（３）第 20 回泉区老連スポーツ大会の収支報告
♢収入 80,000 円 - 支出 68,436 円
残金 11,564 円

得点順位
①東１ ②西１ ③西部
⑦南光台 ⑧中央

④北

⑤東２・南

（４）次年度の各種大会期日について
平成 31 年 2 月 10 日に抽選により決定する

女性部～
（１）そば打ち教室【新そばを味わう会】収支報告
♢収入 59,000 円 - 支出 56,178 円
【会費 48,000 りんご 11,000】
残金 2,822 円
（２）健康麻雀交流戦（泉区 30 名＋青葉区 30 名）
について
※9/9 開催の健康麻雀参加者
上位皆様のご協力をお願いします

【2019.１月は東２地区です】
【原稿締切日

１月 21 日】

★地区老ごとに担当の単老を決めてください
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

１２月 28 日（金）～H31 年 1 月 4 日（金）
＊＊センターは休みです
1月

7 日（月）
11 日（金）
15 日（火）
18 日（金）
21 日（月）
25 日（金）

13：00～15：00
9：00～11：00
9：00～11：00
9：00～11：00
理事会
9：00～11：00

