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泉ヶ岳から降る風がひんやりとして今年もまじか
に迫った冬の到来を肌で感じる季節になり、気が付け
ば令和元年も残すところ 2 か月になりました。
さて、去る 10/24・25 会員皆さまのサークル活
動を発表する泉区老連福祉大会・芸能まつりは、おか
げさまで無事終了することができました。会員皆様の
ご協力に感謝申し上げます。次年度に向けての改善点
などがございましたらご意見をお寄せください。
。

《仙老連正副会長会報告》10 月 2 日（水）実施
◎部会報告
総 務 部：10/9「会員増強対策の推進について」
協議事項がまとまらず理事会にて協議さ
れること。
（次回は 11/5 開催予定）
教養文化部：
「脳の健康づくり研修会」を１２月 4

松

坂

尚

報 告
（１）「第４８回全国老人クラブ大会」について
《泉区老連理事会》
議

１０月 21 日（月）

題

（１）仙老連女性部企画研修会（11/21）について
（２）同上脳の健康づくり研修会（12/4）について
・上記（1）
（2）に係る泉区老連割り当て参加人数
（70 名）の対応について
（3）「地下鉄・バスのバリアフリーに関する意見交
換会の実施について
・日 時 令和 2 年 1 月 7 日（火）14：00～
・場 所 仙台市福祉プラザ 1F プラザホール
・出席者 広報部
（４）泉区老連福祉大会・芸能祭りについて
（５）その他
報 告
（1）仙老連体育祭について
＊区老連対抗戦～～第 1 位
（２）その他

日に開催予定であること。
《各専門部よりの提案・報告》

保健体育部：体育祭に係る事前の担当者打ち合わ
せを踏まえて開催当日に臨むこと。
女性部：
「生きがい健康祭」では皆さんに協力して
いたただき感謝申し上げる。

総務部～
（１）令和元年度泉区老連福祉大会について
①日時：令和元年 10 月 25 日（金）10：00～
②会場：仙台銀行ホールイズミティ 21 小ホール

議

題

（１）会員増強の推進について
「第４回理事会の意見交換」をもとに協議。
（①「赤い羽根募金活動」のように街頭に立って
チラシ等を配布しての PR。②男性の料理教室を
開催する等、活発なクラブとの連携を図る。③連
合町内会との連携図る。
）等の意見が提案された。
（２）令和２年度の行事予定について
①体育祭：令和２年１０月９日（金）
②ゲート・ペタンク：令和２年 9 月 4 日（金）
③グランド・ゴルフ：令和２年 11 月６日（金）

※各担当者の役割分担および集合時刻《省略》
※会場配置図の確認《省略》
広報部～
（１）【伊達なクラブいずみ 244】の発行
（２）広報誌 244 号（11 月）を仙老連 HP に掲載
（３）10/30（水）の「泉区敬老会」時に係る老人ク
ラブ活動の PR について

教養文化部～
（１）泉区老連作品展
〇期 日：10 月 24 日（木）～25 日（金）
仙台銀行ホールイズミティ 21
（２）泉区老連福祉大会・芸能まつり
〇期 日：10 月 25 日（金）
仙台銀行ホールイズミティ 21 小ホール

若手部～
（１）仙台市介護予防月間
『元気力アップフェステバル』の独自催事
〇日時：11 月 17 日（日）
〇場所：市シルバーセンター
〇内容：活動の写真パネル展示
ニュースポーツ等のクラブ活動体験

保健体育部～
（1）第 44 回泉区老連ウォーキング
〇期 日：10 月 18 日（金）台原森林公園
〇参加者：204 名

〖～地区老・単老のホットな情報～〗
西 部 根白石長生会
会 長 針 生 秀 夫

後

（2）第 5 回グラウンドゴルフ大会
①期 日：10 月 22 日（火）
シェルコムせんだい
②成 績：優勝（男） 富塚
勲
優勝（女） 坂爪 友子
ホールインワン賞・・・・２３名
最高齢者賞（男）加藤 褜治 ８7 歳
（女）石川 洋子 ８４歳

根白石長生会は、30 数年前に創設された会と聞いてい
ます。現在は 43 名で構成され、様々な活動を行ってい
ます。主な活動としましては、市老連や区老連の行事へ
の参加です。会員のご理解とご協力のもとに楽しく参加
させていただいております。地域の一大エベント【根白
石民俗七夕まつり】には、西部地区老の会員の皆様と福
祉の部に毎年優秀な竹飾りを出品しています。今年度は
見事に金賞を受賞しました。単老においては、ボランテ
ィア活動として宇佐八幡神社の清掃を春秋の 2 回実施し
ています。また、「老人憩いの家」の垣根の選定作業や
施設内の清掃を会員の皆様の協力をいただき行っていま
す。年に 4 度行う「誕生会」には、会員の７０％程が参
加し盛り上がりをみせ、春秋の研修旅行も大盛況で充実
した長生会を過ごしております。

女性部～
（１）泉区敬老会への踊り出演について
①日時：10 月 30 日（水）13：30～
②会場：仙台銀行ホールイズミティ 21
③踊り：大漁唄い込み・東京五輪音頭 2020
＊オープニングで披露
（２）そば打ち教室【新そばを味わう会】
◎講師::泉区老連小林副会長
◎新そばと女性部提供の天ぷら
♢日時：11 月 19 日（火）11：00～
♢会場：泉社会福祉センター ２階
♢募集人数：70 名前後
♢参加費：500 円
♢その他
＊地元産「りんご」１袋 500 円で販売します。
【要予約：申込時に各地区の担当女性委員まで】
（３）泉区老連麻雀大会
♢日時：11 月 30 日（土）9：00～
♢会場：泉社会福祉センター ２階

12 月は西 1 地区です】
【原稿締切日 11 月 18 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
１０月 28 日（月） 9：00～11：00
１１月

1 日（金）

9：00～11：00

５日（火） 9：00～11：00
8 日（金） 9：00～11：00
１1 日（月）13：00～15：00
１5 日（金）

9：00～11：00

１8 日（月）

理事会

２２日（金）

9：00～11：00

