平成２２年度事業報告
地域社会が変容し、人と人との絆や結びつきが、さまざまな形で脆弱化してきたと言
われています。また少子高齢化がさらに進み、独り暮らしや老老介護世帯の増加も予測
されるとき、私達老人クラブは長年にわたり「健康・友愛・奉仕」の三大運動を柱に、
高齢者同士の支え合いを深め、温もりのある地域づくりを目指してその活動を進めてき
ました。
平成２２年度においても、市老連１万会員は単位クラブを拠りどころに、それぞれ健
康づくりに努め、生きがいを高める習練や、多様なクラブ活動に取り組んできました。
そのような中、年度当初に市老連資産に関して「不正流用事案」が確認され、各種事
業の円滑な実施が危惧されましたが、既定行事等については着実に実施してきました。

活 動 項 目
１

会員増強活動とクラブの育成
在籍会員の高齢化と後継会員の入会難から会員増強は困難となっているが、新設
クラブの事例もあるので、引き続き重点課題として取り組む。

２

健康づくり・介護予防活動
健康ウォーキング（４３３名）介護予防と健康づくりフェスティバル（８６０名）
グラウンドゴルフ（２５８名）等のトップ行事を実施し、効果の波及と会員の関心
を高めた。

３

生きがいづくり事業
作品展示会（出展２４８点）会員芸能大会・ふれあいの店等の開催により会員の
通年活動の意識の高揚と、技能向上等の場づくりとし実施した。

４

友愛活動
友愛活動員の会研修会を開催し、情報交換と友愛活動の浸透を図った。

５

安全・見守り活動
活動形態は各地区・クラブによって多様であり、広範に取り組まれているのが、
この分野において「誉田町２丁目第３長寿会」は全老連活動賞を受賞した。

６

その他
各種事業・行事等別紙記載のとおり。

Ⅰ 会議
会 議 名
1 第30回通常総会

開 催 日

内

容

5月27日 平成21年度補正予算（案）
平成21年度事業報告及び収支決算報告
監査報告
役員の選任について

2 第31回通常総会

23年3月29日 中止（東北関東大震災による諸般の事情を考慮）
※書面表決とした

3 理事会

5月10日 平成21年度第2次補正予算（案）について
平成21年度事業報告及び収支決算報告、監査報告
役員の選任について
入会の承認について
9月29日 前職員不詳事案に関わる経過報告について
不祥事案の検証と防止方策について
公益法人制度改革と当面の対応について
23年2月23日 平成22年度補正予算（案）について
平成23年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
入会の承認について承認について

4 市・区老連会長会議

4月7日 第30回通常総会について
平成22年度関東甲信越静ブロック老人クラブリーダー研修会の参加について

5月7日 広報紙「きらめきクラブちば」第33号の発行について
平成22年度健康ウォーキングについて
第30回通常総会について
6月9日 平成22年度健康ウォーキングについて
平成22年度友愛活動員の会研修会について
平成22年度高齢者の料理教室について
7月7日 第45回千葉市老人クラブ会員作品展示会について
第35回千葉の親子三代夏祭りについて
8月3日 平成22年度会員研修旅行について
平成22年度介護予防と健康づくりフェスティバルについて
全国老人クラブ大会の参加について
平成22年度社会奉仕の日について
9月2日 平成22年度介護予防と健康づくりフェスティバルについて
平成22年度公式ワナゲ大会について
第16回グラウンドゴルフ大会
10月6日 第31回千葉市老人クラブ会員芸能大会について
平成22年度指導者研修会について
平成22年度千葉市ハーモニープラザフェスタについて
広報紙「きらめきクラブちば」第34号の発行について
11月2日 平成23年きらめきクラブちば新年会について
平成22年度ふれあいの店について
第31回千葉市老人クラブ会員芸能大会について
平成23年度市老連事業について

会 議 名

開 催 日

内

容

12月2日 平成23年度市老連事業について
23年1月6日 平成23年度市老連事業について
2月2日 平成23年度事業計画（案）について
第31回通常総会について
平成23年度市老連会長表彰及び市長感謝状被表彰者の推薦について
3月2日 平成23年度特選演芸会について
平成23年度関東甲信越静ブロック老人クラブリーダー研修会の参加について

5 専門部会
(1) 総務部会

7月16日 平成22年度友愛活動員の会研修会について
平成22年度ふれあいの店について
平成23年度きらめきクラブちば新年会について
8月30日 平成23年きらめきクラブちば新年会について
平成22年度ふれあいの店について
23年1月12日 平成23年度事業計画について
第31回通常総会について

(2) 広報部会

4月30日 広報紙「きらめきクラブちば」第33号の編集内容について
9月24日 広報紙「きらめきクラブちば」第34号の編集内容について
11月19日 広報紙「きらめきクラブちば」第34号の校正について
23年2月1日 平成23年度事業計画について

(3) 文化教養部会

7月2日 平成22年度会員作品展示会について
平成22年度会員研修旅行について
7月29日 平成22年度会員研修旅行について
9月22日 第31回会員芸能大会について
平成22年度指導者研修会について
平成22年度千葉市ハーモニープラザフェスタについて
23年1月27日 平成23年度事業計画について

(4) 保健体育部会

4月30日 平成22年度健康ウォーキングについて
6月17日 平成22年度健康ウォーキングについて
7月28日 平成22年度介護予防と健康づくりフェスティバルについて
8月23日 平成22年度介護予防と健康づくりフェスティバルについて
第16回グラウンドゴルフ大会について
23年1月31日 平成23年度事業計画について

6 女性委員会
(1) 総会

5月14日 平成21年度事業報告
平成22年度事業計画（案）について
役員の選任について

(2) 市・区老連女性委員長会議

4月7日 第30回通常総会役割について
平成22年度女性委員会総会について
5月7日 平成22年度女性委員会総会について
第1回女性リーダー研修会について
6月9日 第35回千葉の親子三代夏祭りについて

会 議 名

開 催 日

内

容

7月7日 第45回千葉市老人クラブ会員作品展示会役割について
平成22年度第１回女性リーダー研修会について
第35回千葉の親子三代夏祭りについて
8月3日 友愛活動についての意見交換
9月2日 平成22年度第2回女性リーダー研修会について
10月6日 第31回千葉市老人クラブ会員芸能大会役割について
平成22年度第2回女性リーダー研修会について
11月2日 平成23年きらめきクラブちば新年会役割について
平成22年度第2回女性リーダー研修会参加人数割当について
12月2日 平成22年度第3回女性リーダー研修会について
平成23年度市老連女性委員会事業について
23年1月6日 平成22年度第3回女性リーダー研修会について
3月2日 平成22年度第3回女性リーダー研修会について
女性委員会総会について

(3) 地区老連女性委員長会議

5月14日 女性委員会について
平成22年度女性委員会研修旅行について
平成22年度民踊講習会について
平成22年度第1回女性リーダー研修会について
7月12日 平成22年度第1回女性リーダー研修会について
第35回千葉の親子三代夏祭りについて
平成22年度第2回民踊講習会について
第45回会員作品展示会役割について
9月9日 平成22年度第2回女性リーダー研修会について
友愛活動についての情報交換
11月4日 第31回会員芸能大会役割について
平成22年度第2回女性リーダー研修会について
平成23年きらめきクラブちば新年会役割について
23年1月13日 平成22年度第3回女性リーダー研修会について
平成23年度市老連（女性委員会）事業について

7 基本問題対策専門委員会

9月10日 公益法人制度改正への対応について
10月13日 法人の名称について
移行法人の選択問題について
12月15日 市老連の会費について
市老連事業について
23年2月3日 定款の内容について

8 表彰選考委員会

4月27日 平成22年度千葉市老人クラブ連合会会長表彰について
平成22年度千葉市老人クラブ連合会感謝状について
平成22年度千葉市長感謝状について

9 監査

5月18日 平成21年度事業報告及び収支決算について

Ⅱ 研修
１ 女性委員会研修旅行 ６月３日(木)～４日(金)
研修（観光）：野麦街道歴史の里・上高地・焼岳温泉（岐阜県）
参加者：１３０名
２ 友愛活動員の会研修会 ７月３０日(金) きぼーる１１階 大会議室
内 容：わたしたちの友愛活動
平成２２年度友愛活動助成金について
平成２２年度友愛活動の現状と今後の課題
情報交換
参加者：９１名
３ 女性ﾘｰﾀﾞｰ研修会
第１回 ７月２７日(火) 千葉市役所８階 正庁
内 容：関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ研修会参加報告
講演「歌と人生」歌手 松原のぶえ 氏
参加者：１９０名
第２回 １２月１４日(火) 千葉市役所８階 正庁
内 容：第２２回全国健康福祉祭北海道・札幌大会参加報告
全国老人ｸﾗﾌﾞ大会宮城県仙台市大会参加報告
全国老人ｸﾗﾌﾞ連合会女性ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ参加報告
「みんなで支え合う介護保険」 市介護保険課長 原澤健夫 氏
参加者：１８１名
第３回 ３月１８日(金) きぼーる１１階 大会議室 ※中止
内 容：ｸﾞﾙｰﾌﾟ協議「健康に生きるために」
４ 会員研修旅行 １０月２８日(木)～２９日(金)
研修（観光）：会津武家屋敷・国重要伝統的建造物保存地区 大内宿・芦ノ牧温泉
参加者：１３１名
５ 指導者研修会 １２月７日(火) 千葉市民会館 大ﾎｰﾙ
内 容：幇間芸の第一人者である櫻川七好 氏のお話と芸
参加者：約７００名（一般来場者を含む）

Ⅲ 講習会
１ 民踊講習会
第１回 ７月１４日(水) 第２回 ９月３日(金) 千葉市ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ
講習曲：「龍馬おどり」・「音頭 七福神」
講 師：ﾋﾞｸﾀｰ専属 石川流家元師範 石川美豊香 氏
参加者：約８０名
２ 高齢者のための料理教室
中 央 区 ６月２２日（火）・２９日（火）
中央保健福祉ｾﾝﾀｰ
２０名
２月２日（水）・８日（火）
中央保健福祉ｾﾝﾀｰ
２０名
花見川区 １０月２１日（木）
幕張公民館
２７名
１１月５日（金）
犢橋公民館
１７名
稲 毛 区 １２月８日（水）
稲毛保健福祉ｾﾝﾀｰ
２０名
１月１８日（火）・２５日（火）
稲毛保健福祉ｾﾝﾀｰ
２０名
若 葉 区 １月１８日（火）
若葉保健福祉ｾﾝﾀｰ
２０名
２月２１日（月）
千城台ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
１４名
緑
区 ２月２１日（月）
誉田公民館
２７名

美 浜 区

９月２８日（火）
６月１１日（金）

土気公民館
美浜保健福祉ｾﾝﾀｰ

１８名
２３名

Ⅳ 行事
１ 全国健康福祉祭いしかわ大会選手選抜会（ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） ４月１４日（水） 末広高齢者ｽﾎﾟｰﾂ広場
成 績：第１位 花見川 A（花見川区）・第２位 誉田いきいき（緑区））
参加数：４ﾁｰﾑ
２ 全国健康福祉祭いしかわ大会選手選抜会（ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ） ５月６日（木） 末広高齢者ｽﾎﾟｰﾂ広場
成 績：第１位 石塚末広（花見川区）・第２位 土本勝（中央区）
第３位 加藤繁子（花見川区）・第４位 森脇典彦（花見川区）
参加者：５８名
３ 特選演芸会 ６月２１日(月) 千葉市民会館 大ﾎｰﾙ
内 容：歌謡漫談 川田恋・漫談 青空うれし・高橋キヨ子 民謡ｼｮｰ
来場者：４６５名
４ 健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ ６月３０日(水) 前原海岸・鴨川ﾎﾃﾙ三日月
内 容：ｽﾄﾚｯﾁ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ（前原海岸 1.9 ㎞ｺｰｽ）
参加者：４３３名
５ 介護予防と健康予防ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（千葉市委託事業） ９月１５日(水) 千葉競輪場
内 容：公式ﾜﾅｹﾞ大会・講演・介護予防相談・健康相談・食生活相談・体力測定
参加者：約８６０名（一般来場者を含む）
６ 社会奉仕の日（全老連提唱運動・全国一斉奉仕活動） ９月２０日(日)前後１週間
内 容：公園・道路等の清掃活動及び駅等の花の手入れ
参加者：３,７８９名（各区老連の会員が参加）
７ 第４５回会員作品展示会 １０月１日(金)～４日(月) 千葉市文化ｾﾝﾀｰ５階 市民ｻﾛﾝ
成 績：市長賞 平山栄子（手工芸）
市老連会長賞 岡典弘（写真）・秋本泰子（書）
最高齢者賞 黒岩たか（手工芸）・白井いち（手工芸）・安原敏郎（書）
他 金賞７名・銀賞１２名・佳作１０名・ｼﾆｱ賞６名が入賞。
出展数：２４８点（手工芸１０３点・絵画５２点・書４５点・写真３９点・彫刻３点・陶芸６点）
８ 第１６回ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 １１月９日(火) 青葉の森ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 陸上競技場
成 績：男性の部 優勝 石村浩（中央区）
準優勝 井上卓三（美浜区）・第３位 根元三郎（緑区）
女性の部 優勝 滝口酉子（美浜区）
準優勝 小倉さち子（稲毛区）・第３位 畠山てる（中央区）
他 男女各１０位までが入賞。ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ賞４１名
参加者：２５８名
９ 第３１回会員芸能大会 １２月７日(火) 千葉市民会館 大ﾎｰﾙ
成 績：市長賞 小倉台親和会（若葉区）・議長賞 南生実長寿会（中央区）
市社協会長賞 草原すみれ会（花見川区）・市老連会長賞 こすもす会（緑区）
他 ４賞５ﾁｰﾑが入賞。
１０ ふれあいの店（千葉市委託事業） １月１５日(土)～１６日(日) ﾗﾊﾟｰｸ千城台１階 催事場
内 容：高齢者の手作り作品展示即売会
出品者：９８名（市老連９ｸﾗﾌﾞ４６名・一般５２名）
１１ 新年会 １月２１日(金) 京葉銀行文化ﾌﾟﾗｻﾞ６階 欅の間
参加者：１１４名

Ⅴ 広報紙発行
１ 広報「きらめきｸﾗﾌﾞちば」
第３３号 平成２２年８月発行
あいさつ・特集①「高齢者の交通事故防止について」・特集②「全老連 健康ｳｫｰｷﾝｸﾞについて」
特集③「友愛活動実施状況について」・人生一世紀をめざして・女性委員会研修旅行報告
事務局だより・文芸
第３４号 平成２３年１月発行
あいさつ・卯年生まれの抱負・人生一世紀をめざして・会員研修旅行報告
特集①「介護予防と健康づくりについて」・特集②「会員１００名以上の単位ｸﾗﾌﾞを紹介」
特集③「友愛活動とは」・事務局だより・文芸

Ⅵ 関係団体行事参加
１ 関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ研修会 ６月１４日(月)～１５日(火) ﾗﾌﾚさいたま
主 催：全国老人ｸﾗﾌﾞ連合会・関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ老人ｸﾗﾌﾞ連絡協議会
埼玉県老人ｸﾗﾌﾞ連合会
内 容：基調報告 「老人ｸﾗﾌﾞ活性化３か年計画の推進」
分科会 「健康づくり・介護予防活動の推進」「地域支え合い活動の推進」
「仲間を増やす活動の展開」「環境にやさしい活動の推進」
講演「～ﾒｯｾｰｼﾞﾗｲﾌﾞ～目が見えない これが私の個性です」声楽家 田中玲子 氏
式典 平成２２年度関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ連絡協議会会長表彰
参加者：花島一二三（理事）・香取敬三（理事）・加藤清二（監事）
以上が被表彰者として参加。
岸岡泰則（会長）・御園喜久江（中央区）・工藤嘉生（稲毛区）
木藤光輝（美浜区）・岡本博（事務局）・日暮杏美（事務局）
２ 第３５回千葉の親子三代夏祭り ８月２２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：２６０名
３ 第２３回全国健康福祉祭いしかわ大会 １０月９日(土)～１２(火)
会 場：石川県西部緑地公園陸上競技場（総合開会式）
石川県立音楽堂ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ（総合閉会式）
金沢市 他９市３町（ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・交流大会）
主 催：厚生労働省・石川県・財団法人長寿社会開発ｾﾝﾀｰ
市老連参加種目：ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ（２ﾁｰﾑ１２名）・ﾀﾞﾝｽ（８名）・ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ（６名）・美術展（２点）
４ 第２２回老人ｸﾗﾌﾞ女性ﾘｰﾀﾞｰｾﾐﾅｰ １０月２６日(火)～２７日(水) 新霞が関ﾋﾞﾙ 全社協会議室
主 催：全国老人ｸﾗﾌﾞ連合会（運営 全老連女性委員会）
内 容：基調報告「男女共同参画のｸﾗﾌﾞづくり」「老人ｸﾗﾌﾞ活性化３か年計画と医療・介護保険
制度の動向」
事例発表「生活ﾓﾆﾀｰ活動の取り組み「女性ﾘｰﾀﾞｰ会で取り組むｳｫｰｷﾝｸﾞ」
情報交換「男女共同参画のｸﾗﾌﾞづくり」
講演「いつまでも輝ける女性をめざして」順天堂大学名誉教授 武井正子 氏
参加者：狩野喜美（女性委員長）・内藤正子（花見川区）
５ 全国老人ｸﾗﾌﾞ大会宮城県・仙台市大会 １１月１６日(火)～１７日(水) 仙台国際ｾﾝﾀｰ 他
主 催：全国老人ｸﾗﾌﾞ連合会・宮城県老人ｸﾗﾌﾞ連合会・仙台市老人クラブ連合会
内 容：研究部会「健康づくり・介護予防活動の推進」「若手高齢者の力を活かす」
「開かれたｸﾗﾌﾞづくり～一般高齢者（会員外）への呼びかけ」
「悪質商法の被害を防ごう」「老人ｸﾗﾌﾞが元気になるための活動」

式典 全国老人ｸﾗﾌﾞ会長表彰
参加者：育成功労表彰 狩野喜美（理事）・千葉照子（稲毛区）
優良老人ｸﾗﾌﾞ表彰 桜第一光年ｸﾗﾌﾞ（若葉区）（会長 小川義寛）
以上が被表彰者として参加。
岸岡泰則（会長）・花島一二三（花見川区）・田丸統司（中央区）
石原康子（稲毛区）・藤井秀男（事務局）・萩原守（事務局）
６ 第５回千葉市ﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｻﾞﾌｪｽﾀ １２月４日（土）～１２日（日） 千葉市ﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｻﾞ
主 催：千葉市ﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｻﾞ管理運営共同事業体・千葉市
内 容：老人ｸﾗﾌﾞ連合会作品展示 １２月４日（土）～９日（木）１階 展示ｺｰﾅｰ
展示作品：３４点（第４５回会員作品展示会入賞作品） 来場者：２３９名
公式ﾜﾅｹﾞ体験ｺｰﾅｰ １２月４日（土） ２階 連絡通路 参加者：５８名
７ 在宅福祉を支える友愛活動ｾﾐﾅｰ １月１８日(火)～１９日(水) 新霞が関ﾋﾞﾙ 灘尾ﾎｰﾙ
主 催：全国老人ｸﾗﾌﾞ連合会
内 容：基調報告「高齢者の孤立を防ぐ友愛活動の展開」
活動報告「元気を届ける友愛訪問」「誰もが参加できるサロン活動」
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座「認知症を学び、地域で支えよう」
講演「家で地域で自分らしく暮らしたい～その想いを支える接し方」
介護福祉士 日向野明子 氏
参加者：石川泠子（若葉区）・野老てい（緑区）

Ⅶ 諸会議
１ 全国老人ｸﾗﾌﾞ連合会
女性委員会総会 １０月２７日(水)
会長会議 １２月９日(木)～１０日(金)
事務局長会議 ２月９日(水)
理事会・評議員会 ３月２５日(金)
２ 関東甲信越静ﾌﾞﾛｯｸ老人ｸﾗﾌﾞ連絡協議会
会長・事務局長会議 ５月１７日(月)
公益法人への移行選択に関する研究会 ７月１２日（月）・１０月１８日（月）
連絡協議会 １０月２１日(木)～２２日(金)
事務局長会議 １１月２４日(水)～２５日(木)

