
団体・グループ名 所在地 活動名称 活動の概要

1 自主夜間中学高等部　木曜会
北海道
旭川市

自主夜間中学高等部　木曜会
中学から高校2年程度までの学習内容を学ぶ会を、週に一度生涯
学習活動として、高齢者や引きこもりがちな方々を対象に行う。

2 どんぐりの会
北海道
旭川市

どんぐりの会
一人暮らしの高齢者や、日中一人になることの多い高齢者を対象に
交流の場として「どんぐりの会」を開催する。

3 ひづめ館懇話会
岩手県
紫波郡
紫波町

郷土の歴史に誇りを抱く☆生きがいづくり
樋爪館に関する資料集を作成し、地元の高齢者が郷土の歴史に誇
りを持ち活力ある生活を送るよう活動している。さらにシンポジウム
やサミットを開催することで交流の輪を広げることを目指す。

4 つるがや元気会
宮城県
仙台市

高齢化率38.4%の鶴ケ谷を明るく元気な
町に！次の50年に向けて！

健康講座、体操教室、サロンなどの多様なイベントを開催すること
で、引きこもりがちになる高齢者が外に出やすい環境づくりを行う。

5 イー・エルダー東北支部
宮城県
名取市

大人のためのスマホサロンなとり
スマートフォンの基本操作やアプリの使用方法、ネットトラブルなど
についての講座を開き、高齢者が気軽にスマートフォンについて学
べる場を開設している。

6 第二地区いきいきサロン
山形県
山形市

みんなで元気に歩こう会
～いきいき元気シニア応援活動～

高齢者の健康増進や閉じこもり予防、地域住民とのつながりづくりと
してノルディックウォークを行う。

7
特定非営利活動法人
とざわスポーツクラブ

山形県
最上郡
戸沢村

いきいき元気！健康サロン
定期的にノルディックウォーキングを行い、高齢者同士の交流およ
び異世代間交流の機会を設ける。

8 ずーぼらの会
福島県
郡山市

ノルディックウォーキング
月に一度行われるボランティア活動日に合わせ、ノルディックウォー
キングを実施し、高齢者の健康増進と交流の場づくりを促進する。

9 群馬県スカイクロス協会
群馬県
藤岡市

全県下への健康長寿社会
（スカイクロスの普及で）づくり

高齢者を中心に地域の世代間交流や健康長寿社会づくりに貢献す
べく、スカイクロスの普及活動を行う。

10 花みず木・ゆうゆう健康クラブ
埼玉県
坂戸市

花みず木・ゆうゆう健康クラブ
グラウンドゴルフやウォーキングを定期的に行い、高齢者の元気と
楽しみを増やし、健康寿命の延伸を目指す。

11 読み聞かせ　じゃんけんぽん
埼玉県
蕨市

シニア絵本読み聞かせ養成講座
読み聞かせ養成講座を開講することにより、読み聞かせによる高齢
者の社会参加・地域貢献・健康づくりを目指す。

12 ボランティア・グループ　むぎの会
千葉県
野田市

むぎの会のボランティア活動
市内近隣の福祉施設等を訪問し、歌や踊り、郷土芸能などを披露
するほか、参加型の演目や傾聴活動を行うことで、さらに交流を深
めている。

13 さくら　輪の会
千葉県
佐倉市

さくら　輪の会
老人ホームや小学校の依頼に応じて民謡の披露や指導を行う。一
緒に練習することや踊りを披露することで地域交流を深めている。

14 ふじショートテニスクラブ
千葉県
松戸市

ふじショートテニスクラブ
高齢者が無理なく参加できるスポンジボールを使用したショートテニ
スを行うことで、高齢者の健康増進や認知症予防、生きがいづくりを
図る。

15 歌声広場よりみち
東京都
江東区

歌声広場よりみち
音楽療法などを取り入れた介護予防に特化しているプログラムによ
る「歌声広場」を開催し、高齢者の心身の健康長寿につなげる。

16 野川元気スクール
東京都
狛江市

身体向上活動
高齢者の健康寿命の延伸を目指す体操教室を開催し、必要な指導
を行う。参加者同士の交流もあり、高齢者の居場所づくりにも寄与
する。

17 虹の会
東京都
足立区

独居老人の個食　ひきこもり対策
高齢者の孤立防止のために行っているふれあいサロンへの参加を
呼びかけ、高齢者の独居による個食を防ぐ。

18 一般社団法人暮らしの保健室かなで
東京都

江戸川区
かなでカフェ

認知症の方とその家族を対象に、相談や思いを吐露できる場の提
供を目指す。また、地域住民も参加し、共に支え合う関係を作る場と
する。

２０１８年度「元気シニア応援団体に対する助成活動」助成対象団体　一覧
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19 綱島つくしの会
神奈川県
横浜市

チャレンジ百寿健康教室
地域の高齢者を対象にミニデイサービスを行う。専門講師による健
康教室を増やすことで、参加者がより楽しむことができ、生きがいを
感じる場として役立てる。

20 あゆもう会
神奈川県
相模原市

認知症カフェ「らららカフェ」
脳トレや体操、笑いヨガ等を実践し、介護予防・認知症予防を目指
す。毎月一度の活動により地域の方との交流の場としても活用され
る。

21 十日町軽スポーツクラブ
新潟県

十日町市
軽スポーツ

体操、ダンス、卓球等の運動を各自が自身の調子に合わせ行う。運
動を続けることで体力の低下を予防する。また参加者同士で会話を
することで交流を図る。

22 けやきクラブ
新潟県
新潟市

けやきクラブ
高齢者の集まる場として、交流、健康維持、生きがいづくりを提供す
る。加えて、新たに講師を招き、定期的に健康体操と笑いヨガを実
施し、健康づくりを図る。

23 柳原楊柳会
新潟県
新潟市

高齢者の健康増進と認知症の予防
生涯学習として勉強会や健康講座、かるた会などを行い、脳の活性
化を図る。また、お茶の間サロンの開催による交流、健康体操など
で体を動かし身体機能の向上を目指す。

24 リバーのつどい
山梨県
中央市

遊具を使用した体力と知力の向上
高齢者が日常生活を普通に過ごせる体力と知力の維持に、百歳体
操と音楽体操を計画的に実施する。加えて、グランドゴルフやペタン
ク、ダーツなどを行うことで体力の維持向上を図る。

25 萱場の風
静岡県
浜松市

高齢者を対象とした健康増進活動
サロンを運営することにより、高齢者の体力維持・健康増進を図る。
合唱や演奏、体操や輪投げ等の運動も行う。参加者の生きがいづく
りや交流の場として活用されている。

26 東新町みんなと元気の会
静岡県
磐田市

いきいき百歳体操
「いきいき百歳体操」を始め、各種体操を行うことで、筋力低下の予
防や健康増進管理を図る。また交流の場としても利用し、高齢者の
孤立を防ぐ。

27 まちの達人　名古屋地区会
愛知県

名古屋市
「おたっしゃかい？」

「高齢者老々サロン」を開催することで、参加者同士が声を掛け合う
交流の場を提供する。高齢者の健康増進、生きがいづくりに貢献す
る。

28 益世地区社会福祉協議会
三重県
桑名市

益世支え愛の会
「生活支援ボランティア活動」「サロン活動」「救急医療情報キットの
作成・普及活動」を行い、地域での支え合い体制の構築を目指す。

29 レイカディア大学同窓会　大津支部
滋賀県
大津市

小学校樹木剪定応援
市内小学校の樹木の剪定、花壇の整備を行う。計画的な実施によ
り、引きこもりがちな高齢参加者に対しての居場所づくりや、健康維
持や社会貢献の自負を持つことで生きがいを感じてもらう場とする。

30 むこうシニア
京都府
向日市

むこうシニア
講師を招いての講演会や講座、そば打ち体験などを実施。地域の
高齢者の交流、生きがいづくりの場を提供している。

31 特定非営利活動法人　岸和田健老大学
大阪府

岸和田市
地域高齢者及び一般住民に対する

「公開専門講座」の開設

地域の高齢者に対して生涯学習を推進し、豊かな老後の創造を目
指すとともに教養を深め、各種クラブ活動を通じて心身の健康増進
に努める場を提供している。

32 NPO法人大阪府北部コミュニティカレッジ
大阪府
茨木市

居場所プロジェクト「たまり場」
居場所プロジェクト「たまり場」を利用し、体操、調理実習、ファッショ
ンショーなど様々な視点から高齢者の学ぶ場を提供し、高齢者自身
の健康増進、生きがいづくりを促進する。

33 大久保町高年クラブ
兵庫県
明石市

大久保町高年クラブ　健康体操
地域の集会所を利用し、健康体操やカラオケ、手芸教室を週に一度
ずつ行う。高齢者の仲間づくり・交流の場として活用し、高齢者の孤
立を防ぐ。

34 浜脇・香櫨園交流ひろばの会
兵庫県
西宮市

趣味の作品展・写真展
絵画・陶芸などの作品発表の場を地域住民に提供することにより、
世代間交流の促進や高齢者の孤立を防ぐ。また、創作意欲が高ま
ることで、生きがいづくりにも寄与する。

35 ワクワクする仲間を創る会
兵庫県
姫路市

より多くの高齢者が、お互いを認め合い、
共に仲良くなる活動

コミュニケーションスキル向上のための講座を開催するとともに、そ
こで学んだスキルを活かし、傾聴ボランティア活動を定期的に行う。

36 フェニックス学び隊
奈良県
奈良市

フェニックス学び隊
学びに対して意欲的な高齢者に対して、定期的に高齢者の関心の
ある内容で講座を開催する。

37 奈良県傾聴ボランティア交流会
奈良県
橿原市

奈良県傾聴ボランティア養成講座
「ボランティア養成講座」を開催する。社会的に閉じこもりがちな高齢
者を対象に、信頼関係を築きながら相手の気持ちに寄り添う傾聴ボ
ランティアを育成する。
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38 じゃがいも会
和歌山県
橋本市

我が身をまもる学習活動
講座を通じて「命」「財産」「健康」を守るための情報、知識を身につ
け、仲間と積極的に意見交換を行う。

39 T.M.てん
和歌山県
和歌山市

シニア健康体操実践による介護予防と
生きがいづくり

シニアエクササイズプログラムをベースに、レクレーション体操等の
独自の運動を取り入れた体操を行い、コミュニケーション向上や、生
きがいづくりの場となるシニアの社会参加活動を目指す。

40 福吉会
島根県
大田市

写真同好会「うで吉クラブ」の設立
従来の各種趣味の会に加え、写真同好会を設立し、近隣高等学校
の写真部と連携することで老人と若者との世代交流を図るとともに、
地域の写真文化向上につなげていく。

41 柳ヶ坪シニアクラブ
島根県
大田市

健康増進をはかる　地域交流活動
グランドゴルフを通じて健康増進を行うとともに、他のクラブや地域
住民との交流を図る。

42 平島健康福祉委員会（HKF)
岡山県
岡山市

ひらじま・つながるサタデイ
高齢者を中心とした三世代交流の場づくり。脳トレ、筋トレ、ストレッ
チ等の健康活動、昔遊び、学習や会食を通じたふれあい交流を図
る。

43 サロン夢あじな
広島県

廿日市市
！人との出会いで今日も

イキイキ推進事業！

百歳体操、健康測定の健康づくりを継続して行うとともに、民間・行
政の見守りシステムに新たにプロジェクターを導入し、情報発信、広
報活動の充実を図る。

44 サンライフ　ハーモニカクラブ
徳島県
板野郡
藍住町

ハーモニカ演奏訓練並びに
高齢者等施設訪問演奏

高齢者等施設へ訪問し、ともに歌い喜ぶ参加型のハーモニカ演奏
を行い、参加者のやりがい、生きがいづくりを目指す。

45 ボランティア「友の会」ひまわり
徳島県
徳島市

うたごえ広場 様々な歌を、元気に楽しく歌うことにより参加者の交流を図る。

46 おごおりレク健康隊
福岡県
小郡市

おごおりレク健康隊サロン活動
地域の高齢者の交流の場・生きがいづくりのサロンを訪問し、レクリ
エーション健康体操などの指導を行う。

47 春日市シニアクラブ　光永会
福岡県
春日市

健康体操教室と交流活動
高齢者の交流、生きがいづくりの場に加え、体操教室を行い、健康
づくりの場による参加者同士の更なる交流を図る。

48 国分元気会
福岡県

太宰府市
国分元気会「スポーツ吹矢部会」

性別、年齢問わず、いつでもどこでも手軽にでき、楽しみながら健康
になるスポーツ吹き矢を通じて、様々な世代とのふれあいや仲間づ
くりを目指す。

49 志井男チャレ活き生き会
福岡県

北九州市
生涯学習とボランティアを通じての

地域高齢者活性化事業

男性高齢者を対象に、ニュースポーツによる健康づくりや生涯学習
を通じた仲間づくりを行い、地域のイベントにボランティアとして積極
的に参画し、地域の活性化と連帯、絆づくりを目指す。

50 舞・新鮮組
佐賀県

三養基郡
みやき町

演芸友愛訪問活動
デイサービス、デイケア施設を訪問し、舞踏、マジック、ハーモニカ
演奏、音楽体操等を披露。高齢者の心身向上を図る。

51 城北校区第四町内自治会
熊本県
熊本市

オレンジカフェ八景水谷4丁目
認知症に関する勉強会、相談、予防体操やコグニサイズを行うこと
で、多世代を対象にした認知症啓発や、認知症の方の家族を支援
する場の提供を目指す。

52 日出町ウォーキング協会
大分県
速見郡
日出町

シニアが歩くオラショ巡礼の道
地元の自然、歴史、文化に触れながら歩くことでウォーキングの楽
しさを体験し、ともに歩く仲間を作り、健康寿命の延伸に寄与する。

53 宮崎山楽会
宮崎県
宮崎市

50歳以上の自然愛好者が登山を
楽しみながら健康づくりに努め、

長寿社会に寄与

高齢者が無理なく登山を楽しみ、会員相互の交流を深めることで、
孤立化を防止し、健康づくりに役立てる。

54 日南こども食堂つわぶきの会
宮崎県
日南市

高齢者と子どもの孤食を無くす居場所づくり
独居などの高齢者の孤食を無くしたり、昔の遊びを通じて子どもた
ちとの交流を深めたりすることで、参加者の生きがいづくりや居場所
づくりを目指す。

55 エイジレスの会
沖縄県
那覇市

エイジレスの会
ストレッチ体操を継続しながら、転倒予防の筋力トレーニングの機会
を増やし、認知症予防の脳トレーニングを発展させる。地域の高齢
者は地域で支え、見守るという気概を高めることを目指す。
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