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会長あいさつ

積極的な活動を
時枝



たいものです。
いずれにしましても、私た
ち役員だけでは活動がマンネ
リ化してしまうこともありま
す。そこに単位クラブ会長様
をはじめ会員の皆様のお知恵
を拝借し、新しい方向性を見
出せればと願っております。
ぜひご意見等お寄せください
ますようお願いします。
二つ目は“会員増強”です。
この４年間お顔を合わせる度
に会員増強をお願いしてまい
りましたが、いよいよ来年度
は「会員増強１００万人運動」
の最終年です。昨年は四つの
クラブが解散し心が痛みまし
た。もっと早く会の状況をつ
かんでいたらと後悔もしまし
た。しかし一方では、解散しそ
うなクラブが町会の協力によ
り解散の危機から免れ、しか
も会員数の増大にも結びつい

練馬区老人クラブ連合会
会長 増 田

秋の訪れを感じる季節
となりました。皆様にお
かれましてはご健勝のこ
ととお喜び申し上げま
す。また、平素は連合会の
各事業にご理解とご協力
を頂き誠にありがとうご
ざいます。
さて５月の定時総会で
いくつかのご提案をさせ
て頂きました。ひとつは
老人大学と友愛活動の見
直しです。本件について
は役員会・理事会で検討
頂いているところで、よ
り充実した内容を目指し
ます。また、「心もからだ
も 健 康 で い た い 」を テ ー
マに女性部を中心に事業
を展開しております。「老
人クラブに入っていて良
か っ た 」と 言 う た く さ ん
の声が聞こえるようにし

たことに加え、この７月より
新しいクラブが結成されると
いう大変嬉しいニュースもあ
りました。会の運営にあたっ
てはご苦労が多いことも十分
承知しております。困ったこ
とがありましたら、いつでも、
そして早めに、ご遠慮なくご
相談ください。
また、会報紙「練老連」の編
集委員を設置し、皆様により
近い会報を目指してまいりま
す。
「のばそう！ 健康寿命、担
おう！ 地域づくり」を目標に
掲げ、私たち高齢者の経験と
知識を活かし、積極的に活動
を展開していこうではありま
せんか。末筆になりますが、会
員の皆様のご健勝とご多幸を
祈念しあいさつといたしま
す。

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています
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～みなさまのご参加ありがとうございました～

11

12

指す練老連の新年度がスター
トしました。

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

練老連事業報告
免 れ た というニュース
平成 年度 練老連定時総会
もあった」
と会員増強運
動についてふれた上で
開かれたクラブづくりへ
「皆様 から『こう やって
ほしい』
という意見があれば幸
い」
と、誰もが参加したい開か
れた老人クラブづくりに向け
て、
その方針を語りました。
議事においては、昨年度の事
業・決算報告および今年度の事
業計画・予算が審議され、いず
れも満場の拍手をもって承認・
可決。開かれた老人クラブを目
５月 日
（土）
、練馬区役所に
おいて定時総会が行われまし
た。
開会にあたって増田会長は
あいさつの中で
「昨年度は会員
増 と なった クラ ブ が あ る一方
で４クラブが解散となったが、
解散危機のクラブが、地元町会
とクラブ役員の熱意で解散を

１２０人 親睦を深める

春の親睦旅行

練老連の現状学ぶ

４月 日（火）～ 日（水）、
春の親睦旅行が行われ１２０
人を超える参加がありまし
た。宴会ではプロ級の歌や健
康フェスタで発表したレクダ
ンスの披露に会話もはずみ、
大変盛り上がりました。２日
目は上越高田城址公園で見事
な桜を楽しみ、お土産にも大
満足。来年も参加したいと嬉
しい声もありました。

新任会長研修会

６月 日（木）、練馬区老人
クラブ連合会新任会長研修会
が練馬区職員研修所で行わ
れ、 人の新任会長が参加し
ました。練老連の事業の説明
を中心に、会員増強への協力
など老人クラブの意義を改め
て考える研修会となりまし
た。今後も練老連がさらに盛
り上がるよう皆さんで協力し
ていきましょう。

単位クラブ会長が一堂に会して開催

29
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東老連 健康教室事業

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

いきいきクラブ体操講習会

いかけがあり、あらためて、日
常生活の中でいかに、体の運
動器を使わずに生活していた
かを、会場のみなさんは気づ
かされたようでした。
昨年に続き、椅子に座って
する体操の指導を受けなが
ら、自分のからだを意識して
動かすことがいかに大切かと
いうことを丁寧にわかりやす
く教えていただきました。講
習会の後半あたりには、受講
前よりもスムーズに体を動か
す姿が多く見られました。

での会話もはずみ、
バスを降り
る場面では、さほど雨も強く
なく、
無事にビニールに囲われ
た甘いさくらんぼに再会する
ことができました。
富士屋ホテルでは、
円卓を囲
み、
おいしいランチをいただき
ました。
帰路に着く頃には、
雨はすっ
かりあがり、おみやげを持つ
手も足取りも軽く感じ、楽し
い至福の時をすごすことがで
きました。

高く手を伸ばす

練老連への
普及に多いに期待
６月 日（月）、講師に武井
正 子 氏 を 迎 え「 い き い き ク ラ
ブ 体 操 講 習 会 」が 光 が 丘 区 民
センターで開催されました。
参加者は１３５人でした。
はじめに、講師より、「両手
を上にあげてみてください。
１日に何回このような姿勢を
と る こ と が あ り ま す か 」と 問

６月 日
（水）
、
女性部日帰り
旅行は山梨県方面で行われ、
２９５人
（バス７台）
が参加し
ました。
例年好評であり、今年もご
要望に応えさくらんぼ狩りと
ハーブ園に行きました。天気
は、あいにくの雨模様で、道中
を心配されましたが、
バスの中

おいしいさくらんぼに
大満足

女性部日帰り旅行

19
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各輪投げ大会

51

練老連と増田会長に
感謝状
平成 年度の春の交通安
全運動に貢献があったとし
て、練馬警察署長、練馬交通
安全協会会長から、練馬区
老人クラブ連合会と増田時
枝会長に感謝状が贈られま
した。今後も安全なまちを
目指し、練老連一体となって
取り組んでいきましょう。
29

輪投げ
盛り上がっています

日
（水）
の城西ブロック輪投げ
大会には、
シニアクラブ若竹会、
老人クラブみどり会、旭町２丁
目久生会、早宮和光クラブ、八
丁クラブ、中村地区おもとの会
が出場し、シニアクラブ若竹会
が見事優勝を果たしました。他
の区でも輪投げは人気があり、
強豪も多く出場していました
が、
その中での優勝でした。
広域大会でも優勝チームが
出るなど、練老連の輪投げは
年々その技術が向上していま
す。体に大きな負担がなく、気
軽に参加できるのが輪投げの
良いところ。まだやったことの
ない方もベテランの方も、新し
いお友達を誘いながら、
練老連
の輪投げにご参加ください。
城西ブロックで優勝したシニアクラブ若竹会

～城西ブロでは見事優勝～
健康寿命延伸のためさまざ
まなスポーツがありますが、
近
年、練老連では輪投げが盛り
上がりを見せています。練老連
主催の大会だけでなく、城西ブ
ロックや東老連の大会でも練
老連選手が活躍しています。
ゲームの面白さだけでなく、仲
間のプレーに喜び合うことが
できるのも輪投げの人気の理
由ではないでしょうか。
３月３日
（ 金）
に行 わ れ た 練
老連輪投げ大会には チーム
の参加がありました。どのチー
ム も 真 剣 かつ 慎 重 に一投一投
に集中。結果は優勝シニア若竹
会、準優勝老人クラブみどり
会、第３位旭町２丁目久生会で
した。
６月 日
（月 ）
にはシニアク
ラブ若竹会、老人クラブみどり
会、旭町２丁目久生会が練老連
代表としての東老連輪投げ大
会に出場して健闘。そして７月
26

26
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0 周年

東泉長寿会「大漁祭り唄」

優勝

７月５日
（水）
、練馬文
化センターにて芸能大
会 が開 催 さ れ ま し た。
出場者 組１９３人
が踊って 舞い、来 客約
５００人に自慢の芸を
ご披露。
大盛り上がりで
した。
日頃の成果を発表し
たあとは、
特別出演お二
人の演技にうっとり。艶
やかな新舞踊と優しさ
にあふれるフラ ダンス
に、
客席のあちこちから
ため息が聞こえてくる
ようでした。
最後にド キド キの
成績発表。優勝を果た
した東泉長寿会の壇上
で表彰された際の感極
まったようすが観客の
胸にグッとせまりまし
た。成績は表のとおり。
入賞した皆さん、
おめで
とうございます。
次回も
また、
皆さんの演技を楽
しみにしています。
25
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練馬区

多彩な芸を披露
平成29年度 練老連芸能大会

記念

独立 7

7
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勝

新舞踊「大漁祭り唄」
東泉長寿会（代表 高山

準優勝

日本舞踊「大江戸騒ぎ唄」
関町舞踊教室（代表 橘

第３位

フラダンス「キモヘンダーソン、フラ」
早宮末広会（代表 芹澤美千代）

第４位

フラダンス「マヒナオホク」
東大泉親寿会（代表 鈴木きみ子）

第５位

新舞踊「かなこの浜っ娘ソーラン」
貫井東福寿会（代表 関口 初枝）

優

トク）

準優勝

梅子）

関町舞踊教室「大江戸騒ぎ唄」

特別出演

捧峰子先生による新舞踊

生きいきクラブ中村寿会「ねぶた恋祭り」

東法子先生によるフラダンス

早宮和光クラブ「故郷さんあいたいよ」
私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

8
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私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

シンポジウム

（左から）今井伸教授（コーディネーター 田園調布学園大学）、増田時枝
会長（練馬区老人クラブ連合会）、室地隆彦事務局長（練馬区社会福祉協議
会）、菅原正弘会長（東京都内科医会）、武井正子名誉教授（順天堂大学）

の司会により進行されました。
はじめに今井氏より
「地域包
括ケアと生きがいのある生活
の保障」
について社会的背景と
して、
平成 年には 歳以上の
高齢者は３６５７万人
（総人口
の ％以上）
になること、国が
「地域包括ケア」
の体 制 を 進 め
ていること、厚生労働省の介護
予防日常生活支援総合事業に
おける地域活動に老人クラブ
が筆頭に挙げられていること
などの説明があり、パネルディ
スカッションが進められまし
た。
38

練馬区老人クラブ連合会主催

朗読劇「星の王子さま」

乗りでも
あったサ
ン・テ グ
ジュペリで
す。「かつて
は子ども
であった大人たちのために書
かれたおとぎ話」
とも言えるこ
の作品を、４人のプロの俳優の
方々
（岩本えり、佐野陽一、浅井
浩介、矢ケ部哲未の各氏）
が朗
読劇という形で演じました。
中
でも、ラストシーンで星の王子
さまの語った
「大切のものは、
目にはみえないんだ」
という、
メッセージが、強く心に残りま
した。
人が人らしく生きること
地域からのメッセージ
第２部は、「こころもからだ
もげんきでいたい！」
をテーマ
に４人の講師にそれぞれの専
門分野から語っていただくパ
ネルディスカッションが、今井
伸氏
（田園調布学園大学教授）
30

こころもからだもげんきでいたい！

1

人が人らしく生きること ～地域からのメッセージ～
月 日
（土）
、練馬区立区
民・産業プラザ３階ココネリ
ホールにおいて、練馬区老人ク
ラブ連合会シンポジウム
（
「人
が 人 ら し く 生 き るこ と 」～ 地
域からのメッセージ）
が開催さ
れ、老人クラブ会員・一般区民
など合わせて２５８人が参加
し、今、わたしたちができるこ
とについて、健康、医療、地域社
会、
社会参加、
仲間づくり、
生き
がいからのヒントを得る機会
となりました。
このシンポジウムは会員以
外の方の参加を多く呼びかけ
たもので、新しい試みであった
こともあり、全国老人クラブ連
合会および東京都老人クラブ
連合会からも職員の方の参加
をいただきました。
朗読劇
「星の王子さま」
の
メッセージ
第１部は、朗読劇
『星の王子
さま』
を上演しました。作者は
フランスの作家であり飛行機
4
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パネリスト講話概要

りと題した話の中では、抗重力
筋によって私たちは重力に逆
らって、はいはいし、お座りが
でき、立ち上がり、歩き始めた

ことを例に挙げながら、
健康づ
くりに運動は不可欠であるこ
と、要介護の主な原因は、運動
器の機能低下や障害であるこ
と、
運動器と神経系が互いに連
携し働いていることが紹介さ
れ、
動かさないと運動器の機能
は低下することが話されまし
た。運動はからだとこころの健
康づくりであり、筋肉と骨は、
作業を行っていて、神経系が
運動をコントロールしている
とのこと。大切なことは、そう
いったことに自分自身が気づ
くことだそうです。
◆医療と生きがい
菅原正弘氏
（東京都内科医会会長）

健康長寿社会の実現ための
「 ３Ｂ２Ｃ 」
についてお話され
ました。
３Ｂとは血管、
脳、
内臓
脂肪であり、２Ｃはがんと喫
煙を意味しています。
これらを
意識することで、血管について
は、
動脈硬化を抑制することで
高血圧、糖尿病、高脂血症を防
ぎ、脳卒中や心筋梗塞などに
ならないようにしようという
ことです。脳については認知症
にならないようにしようとい

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

◆健康と生きがい
武井正子氏
（
 順天堂大学健康科学部名誉教授）

こころとからだの元気づく

地域包括ケアシステムのイメージ

10
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医

地域生活
仲間づくり

療

こころもからだもげんき

社会参加

心身ともに元気になるサイクル

うことであり、早めに気づいて
早めに対処することで、死なな
い、寝たきりにさせない、認知
症にさせないための指導の必
要性を示されました。
認知症は
予防対策が重要であり、バラン
スのよい食事、適度な運動、良
質な睡眠、
楽しめる趣味やサー
クル活動、
心がときめくような
ことや二つのことを同時に行
うなどの生活習慣の重要性を
語られました。
また、２つのＣ、がんと喫煙
については、がん検診を受ける
ことや喫煙が自分だけではな
く他へ与える健康被害を考え
て、
百害あって一利なしであり、
喫煙をやめるようにとの指導
がありました。このように頭の
中に３つのＢと２つのＣを置

康
健
生きがい

きながら、
元気で充実した人生
を歩むための健康管理につい
て具体的なお話をうかがうこ
とができました。
◆地域生活と社会参加
室地隆彦氏

ネリーズ運動は重なっており、
地域での気づきをみんなで育
てあげましょうとのエールが
送られました。
◆地域生活と仲間づくり
増田時枝氏

21

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

（練馬区老人クラブ連合会会長）

増田会長からは、体調を崩
された時の自身の体験を通じ、
老人クラブ会員同士の支え合
いに救われたとの事例を挙げ、
「地域は老人クラブそのもの」
との話がありました。
昭和 年に、高齢者同士が
助け励まし合い、
楽しみをとも
にしながら新時代についての
学習と実践を目指し全国に広
まっていったのが老人クラ ブ
の始まりであり、
上から作り上
げられたものではなく、
自主的
に心豊かな地域づくりへの活
動を続け、現在にいたっている
と、熱意あるお話がありまし
た。だからこそ、個人主義と言
われる時代であっても、仲間づ
くり友愛訪問と地域での見守
りを行政、他の団体と、今まで
以上に手をつないで進めてい
きたいとの決意を語りました。

（
 練馬区社会福祉協議会事務局長）

今、なんで地域なのか。社会
福 祉 協 議 会 が 行って い る ネ
リーズ運動についてと老人ク
ラブの活動の共通点について
お話しいただきました。室地氏
は、
福祉を取り巻く状況の変化
として、①少子高齢化時代と
人口減少時代の同時進行②家
族形態の変化③三軒両隣りと
言われるような、
さりげないサ
ポートが受けにくくなってい
る地域社会の変化④人生 年
時代によるライフサイクルの
変化を挙げられました。
地域での事例を通して、地
域には人や組織が柔軟に融通
をきかせることのできる範囲
への可能性があるとお話しさ
れました。義務ではなく、今の
時代にあった出会い、分かち合
い、ちょっとした気づきからの
地域づくりが進められていま
す。
地域における老人クラブと
90



輪投げと会報で
広がる健康の輪
坂口

貞夫


当会には八つの部門で活動
しているサークルがあります。
私どもは区民館に近く、大
変グループ活動のやりやすい

月に１回会報を発行して
います

地域で、
会員も日々いろいろ楽
しんでいます。
その活動の中で町内神社広
場でのペタンクもありますが、
活動が１番低調で、本年度か
らは並行して輪投げを取り入
れ、しばらく様子を見ること
になりました。
輪投げは区大会と北地区
や区民館対抗もあり、会員間
でも大変やりがいのある競技
で、会員間の協調体制が構築
されればと思っています。
当会には会員間の意見交換
と発表のできる会報があり、
月１回発行されています。
現在４５７号にも回数をか
さね、
会員相互の最大の交流の
場として、大事に回を重ね今
後も継続させていきます。

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています
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88

パトロールは
健康のもと

桜台一丁目桜クラブ
会長 中島 光廣

その中から「パトロール」を
紹介します。
この活動は会員の運動不足
を補うために平成 年から始
め、本年は 年目を迎えまし
た。平成 年にはＮＨＫの特
別番組「ご近所の底力」にも紹
介されました。
雨天を除き火・木・土の夜８
時から赤色燈を点滅させ、拍
子 木 を 叩 い て 町 内（ ３・５ キ
ロ）を、女性の歩行速度に合わ
せて巡回（約 分）します。参
加者からは無理のない運動を
定 期 的 に 続 け ら れ て「 健 康 を
実感できる」と好評です（参加
者の年齢は 歳から 歳）。昨
年度は年間１４４回実施し、
参加者は延べ約２０００人で
した。
21

13

50

南

高齢者クラブでは、会員の
多様なニーズに対応できるさ
まざまなクラブ活動が求めら
れ て い ま す 。 桜 ク ラ ブ（ 会 員
２ １ ０ 人 ）で は 、 パ ト ロ ー ル
（週３回）、カラオケ（週１回）、
麻雀（月２回）、輪投げ・体操・
例会（月１回）などを実施して
います。
運動にもパトロールにもなり一石二鳥

70

喜生会 会長

北

クラ ブ の広 場

第88号

11

10

会 活 動の 中 心 は 毎 月 行 う「 誕
生会」
で、そのほか忘年会・お花
見・定期総会・研修旅行等の行
事を行っていますが、設立当初
の 目 的 の「 社 会 性 を 持った 活
動」と して は
「町 内 清 掃」と
「一
円玉募金」
を行っています。
町内清掃では、毎月第１土
曜日に９時から１時間程度、環

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています




春日町シニアクラ ブは、平
成 年に
「社会と一体性を持つ
老人クラブ」
を目指して設立。

おそろいのベストを着て清掃

農園でつなぐ
地域の絆

15

中村熟年クラブ松寿会
会長 佐々木 武

す。日々の食事の野菜不足を補
い、
見守り訪問と励ましを目的
に、会の運営方針に沿った活動
のひとつです。
松 寿 会 は中 新 井 地区会の一
員であり、
中新井地区 の老人
会会長とともに地区会の運営
を行っております。
平成６年には、
長年にわたる
地域の高齢者福祉の増進活動
について東京都知事より表彰
を受け、
平成 年には、
福祉・医
療・衛生への功労が認められ、
東京都功労者として表彰され
ました。
今後とも、
各役員のご協力を
いただいて松寿会を運営し、練
馬区老人クラブ連合会諸事業
の継続と発展に努めてまいり
たいと考えております。

町内清掃と一円玉募金で
地域社会に貢献

14

中新井

中村熟年クラブ松寿会は、
大
正琴、フォークダンス、童謡、踊
り、書道、詩吟、カラオケ、ゲー
トボール、
体操など 教室を擁
するクラブで、会の運営方針は
「健康長寿」
、「友愛と奉仕」
、「介
護予防の推進」
、「会員増強」
で
す。
当会 に は
「農園クラブ」
があ
り、地域の畑を１区画借りて耕
し、四季の収穫は、 歳以上の
一人 暮ら しの高 齢 者や 身 体の
弱い方、約 人に配布していま

松寿会自慢の畑

25

春日町シニアクラブ
会長
篠田 忠征

上練馬１

12

12
第88号

80

第88号

13

八・都道１７２号線・富士街道
のゴミ・空き缶の清掃と電柱の
違法掲示物の撤去を行ってい
ます。過去の参加者数を調べた
ところ、延べ３５０００人を超
えていることがわかりびっく
り。参加者は作業時、区の助成
金で 作ったおそろいのベスト
（写真参照）
を着用し、事故防止
に役立っています。
一円玉募金は、毎月行ってい
る誕生会で募金を行っていま
すが、毎年三つの貯金缶が缶一
杯に。当初は社会福祉協議会へ
寄贈していましたが、ある時、
前区長の志村さんから
「練馬区
の緑被率が、 ％から ％に落
ちてしまい、とても
『緑の練馬』
と胸を張れない。『緑の保護・回
復』
に取り組むのでご協力をお
願いしたい」
とのお話があり、
以降は区長に直接お渡しし、
区
の 緑 化の一助 と していた だい
ています。
この一円玉募金も、
積
もり積もって合計 万円を超
えており、
これまたびっくり。
昨年の寄贈時に、現在緑被率
が ・５％になったことを区長よ
りお聞きし、さらに基金に力を
そそぎたいと考えております。
23

39

22

大熊

仲間づくりを
たいせつに

29

13

43

光子

センター等の講習会、行事など
に積極的に参加することもと
ても重要と考えます。
八丁クラブは明るく楽しい
クラブづくりを目指し、
私たち
のこの活動が会員増強につな
がればと願っています。

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

八丁クラブ
会長
私たち八丁クラブは、
旭町第
１自治会によるクラブです。平
成 年４月現在 人が在籍し
ており、
今年で設立 年目を迎
えます。活動はカラオケ、にこ
にこ体操、
輪投げ、
研修旅行、
誕
生会等多岐にわたりますが、
こ
とに設立の目的でもある
「孤独
死を防ぐ」
をもとに、
見守り、
健
康の維持・増進に力を入れた活
動を展開しています。
会員の相談事にはていねい
に応じ、判断に困ったときは地
域包括支援センターの力を借
り、
また民生委員との連携を密
にし
“孤 独”
を感じさせないよ
うにしています。そのため、見
守り活動
（個 別 訪 問）
によ る 会
員の状態を把握することはと
ても重要であると実感してい
ます。幸い孤独死は一人も出て
いません。クラブの活動ととも
に、行政・警察署・消防署・練老
連・地区区民館・地域包括支援

演芸大会で歌声を披露

上練馬２



30

14
第88号

（平成19～28年度対象）

コップにおはじきを入れて１票とする
ユニークな人気投票
曲 目
哀愁列車
ねぶた恋祭り
港町十三番地
TOKYO スカイツリー音頭
大阪ラプソディ
順 位
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位

レクダンス講習会
13

９月 日
（水）
、光
が丘体育館にてレク
ダンス講習会が開催
されました。
講師の高橋佳子先
生の指導のもと練習
はスタート。体育館
いっぱいの 輪 になっ

レクダンス曲目 人気投票結果

て踊り、うちわを片
手に、先生をお手本
にしながら繰り返し
練習をしました。
この講習会は恒例
の行事ですが、今ま
で 先 生に習った曲の
人気投票を実施しま
した。その結果は表
のとおりです。
輪になって踊りを練習

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

記念

78

７月 日
（火）
、
グラウンド・ゴル
フ大会が夏空のも
と開催されまし
た。 チーム・ 人
が参加しました。
今回から優勝
チームに
「練馬区長
杯」
、準優勝チーム

優 勝 早宮和光クラブ
準優勝 長生会
第３位 田柄ダイヤモンドクラブ

に「 練 馬 警 察 署 長
杯」
が贈呈されるこ
と と な り ま し た。
そのため、
開会式に
優勝杯贈呈が小林
練馬区議会議長と
中田高齢施策担当
部長から増田会長
へ行われました。
当日は熱中症が
心配されましたが、
飲み物や飴などで
対策し、
皆さん暑さ
に負けずプレーし
ていました。
大会の結果は表
のとおりです。
入賞
者の皆さん、
おめで
とうございます。

気持ちよくスイング

グラウンド・ゴルフ大会
狙いを定める

70 周 年

練馬区
独立

13

18

15

第88号

ありがとうございました
練老連への一円玉の寄付

編集後記

（平成29年2月～平成29年8月）

（編集委員一同）

今年度から新たに編集委員が数名任命さ
れ、事務局の編集担当と一緒に紙面作りをして
いくこととなりました。
シリーズ企画として、各地区のクラブ紹介
コーナーを設けました。今回は中新井地区・南
地区・北地区・上練馬１地区・上練馬２地区から
１クラブずつそれぞれの特色ある活動を紹介
しています。次号では石神井東地区・石神井中
地区・石神井西地区・大泉東地区・大泉西地区の
クラブの活動ぶりを紹介していく予定です。
紙面の関係上、
５クラブずつしか紹介できま
せんが、他のクラブの活動ぶりを参考にしなが
ら、各クラブの活動が活性化し、老人クラブ連
合会全体のレベルアップに繋がっていくこと
を願っています。



氷川台クラブ
15,796円
旭丘東寿会
1,453円
梅和会
539円
仲五おもと会
2,782円
北二老人会
3,682円
豊玉上二寿会
2,209円
早宮和光クラブ
2,144円
生きいきクラブ中村寿会 1,611円
西大泉宝友会
1,246円
百々喜会老人クラブ
1,721円
喜楽会
2,249円
早宮末広会
2,885円
豊玉西寿会
2,503円
仲三千歳会
450円
八千代会
5,705円
東泉長寿会
3,861円
北三長寿会
4,096円
さつき会
652円

◆ 練老連
開催年月日
平成

訃

29

年

報

事業名
女性部講習会
10 月 6 日（金）

場 所
生涯学習センター

11 月 6 日（月） ゴルフ大会

高根カントリークラブ

（認知症サポート） （旧公民館）

11 月 21 日（火） 女性部講演会

生涯学習センター

（高齢者の転倒防止） （旧公民館）

平成

及川 幸雄 殿
（学園会会長）
享年
平成 年７月６日逝去

30

年

謹んで哀悼の意を表し
ご冥福をお祈り申し上げます

29 85

今後の事業予定 ◆

1 月 22 日（月） 新春の集い

ホテルカデンツァ光が丘

2 月 2 日（金） 歌謡大会

練馬文化センター

3 月 8 日（木） 輪投げ大会

光が丘体育館

私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています
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◇スポンサーへの御礼

練老連発行に際しましてご協力をいただきましたスポンサー各位に厚く御礼申し上げます。
今後とも倍旧の御厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
私たちは練馬区老人クラブ連合会を応援しています

