令和元年度事業報告

令和元年度は、全老連のメインテーマ「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくり
を」のもとに、財政対策、１万人会員増強運動の分析と評価、リーダー養成の推進、
健康づくりの推進及び広報活動の推進に向けた活動を重点実施項目に据え、高齢者の
介護予防や支え合いの活動を通して地域づくりを行うなど、充実した老人クラブ活動
を推進するため、各種事業を展開してきました。
各種研修会の開催方法等を検討し、特に、リーダー研修会では、関東甲信越静ブロ
ック連絡協議会との連携ができたため、より多くの会員の参加を得ることができ、ま
た、関東甲信越静ブロック連絡協議会にご参加いただいた、各都県・政令指定都市の
クラブの役員の皆さまからも好評を得ることができました。
ただ、残念なことに、年度の後半になると、世界的な環境情勢の変化により、密閉・
密集・密接など集合してのイベント自粛要請がなされ、新たに取り入れようとしたボ
ッチャの講習会や各種会議・行事を開催見送りとせざるを得ない情勢になってしまい
ました。

なお、事業活動の詳細については、別記のとおりです。

Ⅰ 会議
会議名
１ 通常総会

開催日
５月３０日

主な内容
・平成３０年度事業報告及び収支決算報告
・監査報告
・役員(補欠等)の選任

２ 理事会

４月２４日

・平成３０年度事業報告（案）及び収支決算（案）
・監査報告
・その他

５月３０日

・役員（補欠等）の選任について
・賛助会員の入会申込の承認について

９月２７日

・業務執行理事による令和元年度職務の執行状況報告
・全老連「１００万人会員増強運動」の総括と市老連「１万人会員
増強運動」の結果について
・その他

１１月１日
２年３月２５日

・賛助会員の入会の承認について
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・賛助会員の入会について
・その他

３ 市・区老連会長会議

４月５日

・令和元年度通常総会について
・その他

４月２５日

・令和元年度きらめきクラブちば活動展について
・広報「きらめきクラブちば」第５０号について
・その他

６月５日

・令和元年度友愛活動助成金について
・その他

７月３日

・第４８回全国老人クラブ大会参加申し込みについて
・第４４回千葉の親子三代夏祭り（令和元年度）「親子三代千葉
おどり」への参加について
・その他

８月２日

・第４４回千葉の親子三代夏祭り（令和元年度）「親子三代千葉
おどり」への参加について
・その他

９月４日

・広報「きらめきクラブちば」５１号について
・第４回きらめきノルディック・ウォークについて
・令和元年度リーダー研修会について
・ボッチャ講習会について
・その他

１０月２日

・令和元年度きらめきクラブちば活動展について
・令和元年度友愛活動助成金について
・その他

１１月１日

・第２７回きらめきクラブちば特選演芸会について
・令和２年「きらめきクラブちば新年会」について
・その他

会議名
３ 市・区老連会長会議

開催日
１２月４日
２年１月７日

主な内容
・報告及び連絡事項
・令和元年度新任リーダー研修会について
・令和元年度第２回女性リーダー研修会について
・令和元年度友愛活動員の会研修会について
・その他

２月５日

・ボッチャ講習会について
・令和２年度表彰及び感謝状の推薦について
・その他

３月４日

・第２７回きらめきクラブちば特選演芸会について
・関東甲信越静ブロック老人クラブリーダー研修会について
・その他

４ 専門部会
（１）総務部会

４月２２日

・平成３０年度事業報告（案）及び収支決算報告（案）について
・令和元年度友愛活動助成金（案）について
・令和２年「きらめきクラブちば新年会」について

１０月１１日
３月１６日

・令和２年「きらめきクラブちば新年会」について
・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
・令和２年度通常総会（案）について
・令和３年「きらめきクラブちば新年会」について

（２）広報部会

４月１７日

・広報部の体制について
・令和元年度きらめきクラブちば活動展について
・広報「きらめきクラブちば」第５０号について

８月７日

・広報「きらめきクラブちば」第５０号について（校正）
・広報「きらめきクラブちば」第５１号について（企画）
・令和元年度きらめきクラブちば活動展について

（３）保健体育部会

８月２１日

・第４回きらめきノルディック・ウォークについて
・ボッチャ講習会について

１０月１０日

・第４回きらめきノルディック・ウォークについて
・ボッチャ講習会について

（４）専門部合同

２年２月２５日

・令和元年度事業の反省
・令和２年度の事業について
・その他

５ 女性委員会
（１）総会
（２）常任委員会

５月１６日
４月５日

・報告事項 他
・女性委員会総会・合同委員会について
・第１回女性リーダー研修会について

４月２５日

・女性委員会総会・合同委員会について
・第１回女性リーダー研修会について
・令和元年度きらめきクラブちば活動展体験コーナーについて

６月５日

・第１回女性リーダー研修会について

７月３日

・関ブロ連絡協議会で使用するキャップオープナー作成について
・その他

会議名

開催日

（２）常任委員会

主な内容

８月２日

・関ブロ連絡協議会で使用するキャップオープナー作成について

９月４日

・報告事項
・その他

１０月２日

・ハーモニープラザフェスタについて
・その他

１１月１日

・第２回女性リーダー研修会・合同委員会について

１２月４日

・第２回女性リーダー研修会・合同委員会について

２年１月７日

・第２回女性リーダー研修会・合同委員会について

２月５日

・第２回女性リーダー研修会について

３月４日

・第２回女性リーダー研修会・合同委員会について
・令和２年度女性委員会総会について
・令和２年千葉市フェアについて

（３）合同委員会

５月１６日

・女性委員会の事業について
・女性委員会同好会自主事業について
・その他

３月１７日

・新型コロナウイルス感染対策の為、中止

６ 監査

４月２２日

・平成３０年度事業報告（案）及び収支決算報告（案）について

７ 表彰選考委員会

４月２４日

・千葉市老人クラブ連合会表彰について
・千葉市老人クラブ連合会感謝状について
・千葉市長感謝状の推薦について

Ⅱ 研修
１ 女性リーダー研修会
第１回 ７月２４日(水) 市ハーモニープラザ ことぶき大学校 教室１・２
内 容：「自分史作りで認知症予防」
認知症予防財団（毎日新聞社） 椎原 洋 氏
「メルカリではじめる かんたん不用品整理」
株式会社メルカリ 清野 圭亮 氏
参加者：３０名
第２回 ２年３月１７日(火) ※新型コロナウイルス感染対策の為、中止
内 容：友愛活動にも活用できる“クリアファイルでつくるマスクケース”
２ リーダー研修会 １０月１８日（金） ホテルポートプラザちば
内 容：「認知症の現状とその予防法について（回想法）」
認知症予防財団（毎日新聞社） 椎原 洋 氏
「歌って認知症予防」
歌声コンサート主宰 杉山 公章 氏
参加者：１６８名
３ 新任リーダー研修会 ２年２月２５日（火) 市ハーモニープラザ ことぶき大学校 教室１・２
内 容：市老連の組織・活動について、区老連の活動について、女性委員会について
市高齢福祉課の紹介・補助金 Q&A

参加者：新任リーダー１３名
４ 友愛活動員の会研修会 ２年３月１７日(火) ※新型コロナウイルス感染対策の為、中止
５ ボッチャ講習会 ２年３月１８日（水）※新型コロナウイルス感染対策の為、中止

Ⅲ 行事
１ 第２６回きらめきクラブちば特選演芸会 ７月２日(火) 市文化センター アートホール
内 容：山本謙司民謡ショー、住宅正人ちくわ笛漫談 他
来場者：３０１名
２ きらめきクラブちば活動展 ９月９日(月)～１２日(木) Qiball アトリウム
内 容：パネル展示等による各区・単位クラブの活動紹介・きらめきクラブ川柳の掲示
３ 第４回きらめきノルディック・ウォーク １０月２８日(月) 幕張海浜公園～千葉マリンスタジアム往復４㎞コース
参加者：７１名
４ 新年会 ２年１月２４日(金) ホテルニュー・カネイ
参加者：４２名

Ⅳ 講師派遣事業（利用実績）
ノ ルディック・ウォーク講習会

区老連２件（中央区・緑区）

思い出ノート（回想法による認知症予防）研修会

区老連２件（中央区・若葉区）

Ⅴ 広報紙発行
１ 広報「きらめきクラブちば」
第５０号 令和元年９月 １０,０００部発行
理事あいさつ、役員紹介、令和元年度事業計画、区老連きらめき便、区老連掲示板、人生一世紀をめざ
して、千葉市高齢者保健福祉施策の紹介、広報「きらめきクラブちば」創刊５０号特集、女性委員会同好
会研修旅行記、第２６回きらめきクラブちば特選演芸会、広報部のひとりごと、事務局だより、きらめき文
芸、編集後記、入会案内
第５１号 令和２年１月 １０,０００部発行
新年ごあいさつ、年頭のごあいさつ、ねずみ年生まれの抱負、区老連きらめき便、区老連掲示板、人生
一世紀をめざして、広報部のひとりごと、２０１９年度１００万人会員増強運動優良クラブ・活動賞（ボラン
ティア部門）表彰クラブ紹介、事務局だより、きらめき文芸、編集後記、入会案内

Ⅵ 関係団体行事参加
１ 関東甲信越静ブロック老人クラブリーダー研修会
６月２７日(木)～２８日(金) 神奈川県箱根町「ホテルおかだ」
主 催：全国老人クラブ連合会・関東甲信越静ブロック老人クラブ連絡協議会
神奈川県老人クラブ連合会
内 容：基調報告「５か年の会員増強運動と今後の方向について」
パネルディスカッション「友愛活動～一番身近な助け合い～」
講演 「人生１００年時代の思考法」

講師 デジタルクリエーター、メロウクラブ会長
NPO ブロードバンドスクール協会理事 若宮 正子 氏
式典 令和元年度関東甲信越静ブロック老人クラブ連絡協議会会長表彰
参加者：工藤嘉生（副会長）・名取信子（副会長・女性委員長）・吉野博一（常務理事・事務局長）
被表彰者：名取信子（副会長・女性委員長）・植村豊治（美浜区）
２ 第４４回千葉の親子三代夏祭り ８月１８日(日) 中央公園近辺
主 催：千葉市を美しくする会
内 容：親子三代千葉おどりへの参加
参加者：１６３名
３ 第１４回市ハーモニープラザフェスタ １１月１６日（土）～１７日（日） 市ハーモニープラザ
主 催：千葉市ハーモニープラザ管理運営共同事業体
内 容：ふれあいワナゲ体験 １１月１７（日） １階エントランス
４ 全国老人クラブ大会 １１月２６日(火)～２７日（水） 埼玉県
主 催：全国老人クラブ連合会・埼玉県老人クラブ連合会
内 容：活動交流部会「高齢者の健康づくり介護予防活動の推進」「高齢者の支え合い活動の推進」
「演じる活動」
講演「武蔵一宮氷川神社の歴史」
講師 武蔵一宮氷川神社権宮司 東角井 真臣 氏
式典 全国老人クラブ連合会会長表彰
参加者：工藤勝巳（花見川区）・石橋政信（花見川区）・安藤丈夫（稲毛区）・中谷きよ（理事）・事務局
被表彰者：育成功労表彰 中谷きよ（理事）・１００万人会員増強運動表彰 シニア横戸台（花見川区）

Ⅶ 諸会議
１ 全国老人クラブ連合会
事務 局 長会 議

７月３１日(水)

出席者：吉野博一（常務理事・事務局長）
代 表 者 会 議

２年１月２９日(水)～３０日（木）

出席者：名取信子（副会長・女性委員長）・吉野博一（常務理事・事務局長）
２ 関東甲信越静ブロック老人クラブ連絡協議会
事務 局 長会 議

４月９日(火)

出席者：吉野博一（常務理事・事務局長）
会長・事務局長会議

５月８日(火)

出席者：名取信子（副会長・女性委員長）・吉野博一（常務理事・事務局長）
連 絡 協 議 会 １０月１７日(木)～１８日(金) （千葉市老連担当）
出席者：和田勝紀（会長）・名取信子（副会長・女性委員長）・吉野博一（常務理事・事務局長）

