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会員の皆さん一年間お疲れさまでした。この 1 年を
振り返り無事円滑に活動ができました。これもひとえ
に会員皆様方のお力添えがあってのことと思います。
本年、全国的に６５歳以上の高齢化率が 25％と世界
に例のない高齢化が進んでおります。因みに令和元年
10 月現在の仙台市の高齢化率は 23.8％で泉区は
26.28％と仙台市では一番高齢化が進んでおります。
近い将来さらに高齢化が進むのは確実であります。
こういった現状の中、私ども役員一同は、微力です
が会員皆様が日々充実した生活が送れますよう、泉区
老連が掲げております諸事業の更なる充実強化を図
り、会員一人一人のお手伝いをして参りたいと考えて
おります。
何かと忙しい 12 月です。健康にご留意され、心穏
やかに新しい年を迎えられますよう心から祈念申し上
げます。

《仙老連正副会長会報告》11 月７日（木）実施
部 会 報 告
総務部：12/５開催予定の理事会の議題について
企画広報部：機関誌 119 号の企画及び情報紙 13
号の発行について・・11/5 開催
教養文化部：部会開催なし
保健体育部：体育祭に係るオープニングについて
女性部：①11/21 の研修会について②フレイル
について来年開催を検討③会員増強について
若手部：①11/17 の「元気アップフェスティバ
ル」開催につて②パソコンのフォローアップ研修
について
議

松

坂

尚

報 告
（1）体育祭参加者（10/11）・・１４９２名
（2）グランド・ゴルフ大会（11/1）253 名
《泉区老連理事会》
11 月 18 日（月）
議 題
（１）令和元年度「高齢者相互支援活動リーダー研
修会」の開催について
日 時：12 月 18 日（水）13：30～
場 所：仙台シルバーセンター

1階

（２）令和 2 年度仙台市指定モデル地区の選考につ
いて・・・「南地区」で調整中
（３）その他

報

告

（1）ねんりんピック和歌山大会（11/9）及び全国
大会（11/26～27：埼玉県大宮市）に参加して
（会長）
（2）その他

《各専門部よりの提案・報告》
総務部～
（１）泉区老連福祉大会（経費明細）について
☆収支・・・・6,406 円の残高
（2）令和 2 年度《第 57 回泉区老連総会》
期 日：令和 2 年 5 月 16 日（土）
場 所：泉区社会福祉センター2 階大会議室

広報部～
（１）広報紙【伊達なクラブいずみ】の発行
（２）同 245（12 月）号を仙老連 HP に掲載

題

（1）第 5 回理事会の開催について
日

時：令和元年 12 月 19 日（木）13：30～

場

所：仙台市シルバーセンター6 階会議室

（3）仙老連企画広報部会（11/5）について
☆機関誌「伊達なクラブ仙台」119 号の企画

☆主な議題の提示
●令和 2 年度事業計画案●令和 2 年度収支予算案

（2）令和元年度「高齢者の健康セミナー」への参
画について：今年度は青葉区と若林区 各１名
（3）令和元年度「高齢者相互支援活動リーダー研
修会」の開催について
日

時：令和元年１２月１８日（水）13：30～

場 所：仙台市シルバーセンター1 階交流ホール

教養文化部～
◎令和元年度 泉区老連福祉大会芸能まつり
（10/25） 収支報告書
＊収入 100,000 円 支出 86,119 円
決算剰余金：１３，８８１円（区老連会計に返納）

保健体育部～
（1）仙老連体育祭について
＊10/11 開催の標記大会において第 1 位に輝
いた泉区老連に対して 11/18 開催の理事会席上
に仙台市区老連二本柳事務局長が来臨の上、トロフ
ィーが届けられました。

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
〖～地区老・単老のホットな情報～〗
西一地区 南中山かたくり会
会
長 小林 保博

（２）仙老連グラウンドゴルフ大会
①期 日：11 月 1 日（金）
シェルコムせんだい
②成 績：優勝（男） 別府 靖男（沖野）
優勝（女） 菊地 柰子（長町）
ホールインワン賞・・・・103 名
最高齢者賞（男）大森 良樹 91 歳
（女）槙 まさ江 89 歳

女性部～
（１）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：85 名

「南中山かたくり会」の発足は昭和５９年５月に
創設されまして、現在の会員数は４９名（最高年齢
者は１０３歳で元気です。）です。「南中山かたく
り会」という名の言われは、発足当時南中山はかた
くりの花が一面に咲いていたことから、「かたくり
会」と命名されました。
当会の主な活動は年４回の誕生会、新年会、地元
エンジェル幼稚園児との年２回の交流会、南中山小
学校との「昔の遊び」交流会、光明支援学校との交
流会等があります。
クラブはゲートボールクラブ、麻雀クラブ、舞踊
クラブ、日曜クラブ、カラオケクラブがありまして、
各クラブに対して助成金を補助しております。また、
長寿祝いとして卒寿（90 歳）の方に５，０００円
白寿（９９歳）の方に１０，０００円をそれぞれ贈
呈しております。地域との交流としましては、毎年
南中山センター祭りでの１０数名によります踊りを
披露しております。ちなみに今年の泉区老連福祉大
会芸能まつりでは「お座敷小唄」を１２名により披
露しました。
最後に「会員増強」には苦労しておりますが、と
にかく人間関係を大切にしまして、これからも皆が
楽しく思えるような「南中山かたくり会」にしたい
と考えております。
令和２年 1 月は中央地区です
【原稿締切日 12 月 16 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
１1 月 29 日（金）

9：00～11：00

１2 月 2 日（月）13：00～15：00
6 日（金） 9：00～11：00
（2）第２９回 女性企画研修会
～女性会員の力を活かし生き生きと輝く活動を～
♢日時：11 月 21 日（木）13：30～
♢会場：仙台シルバーセンター 交流ホール
♢演題：「高齢男性の生活最前線」
～男女共同参画の視点から～
（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

9 日（月）13：00～15：00
１3 日（金）

9：00～11：00

１6 日（月）

理事会

２0 日（金）

9：00～11：00

