
団体・グループ名 所在地 活動名称 活動の概要
助成金額

（円）

1 特定非営利活動法人耳をすませば
北海道
北見市

元気アップ☆さろん～地域全体が元気に
なるために～

体力測定・健康体操教室の開催や交流カフェの
開催を通じ、高齢者に健康づくりの機会や同世
代・他世代との交流の場を提供する。そして、地
域のコミュニティの拡大を図る。

150,000

2 久慈地域傾聴ボランティア「こころ」
岩手県
久慈市

傾聴で「気づいて、つないで、見守って」心
の健康づくり事業

不安や寂しさ、悩みを抱えている高齢者の心に
寄り添い、話をじっくり聴き、その気持ちを和ら
げる傾聴活動を実施することで、高齢者の心の
健康づくりを行う。

150,000

3 ワタママスマイル
宮城県
石巻市

被災女性による被災高齢者への配食サー
ビス・見守り支援事業

被災高齢者に対して、お弁当の配食サービスを
行い、食事の質を向上させ、健康状態の改善を
図る。また、配達時に安否確認や体調確認と
いった見守り活動も行い、孤独死等の発生を予
防する。

150,000

4 スポーツクラブ米沢
山形県
米沢市

ロコモを吹っ飛ばせ！（シニア運動教室）

ロコモティブシンドローム対策運動（筋力トレー
ニング）を実施し、高齢者の日常生活動作の機
能向上・体力向上を図る。また、活動を通して、
高齢者同士の仲間づくりにつなげていく。

150,000

5
土浦市

シルバーリハビリ体操指導士の会
茨城県
土浦市

高齢者の虚弱化予防の健康体操（シル
バーリハビリ体操）の普及のボランティア活
動

日常生活動作を楽にすること、筋力強化を目的
とした県推奨のシルバーリハビリ体操を実施す
ることで、介護予防を図る。また、活動を通し
て、高齢者同士の仲間づくりにつなげていく。

90,000

6
東海村

シルバーリハビリ体操指導士会

茨城県
那珂郡
東海村

シルバーリハビリ体操指導
日常生活動作を楽にすること、筋力強化を目的
とした県推奨のシルバーリハビリ体操を実施す
ることで、介護予防を図る。

100,000

7 傾聴ボランティア　 “ほのぼの”
栃木県
小山市

高齢者施設及び被災地仮設住宅への訪
問傾聴によるシニア元気ＵＰ活動

悩みや不安を持つ高齢者、話し相手がおらず孤
独感を感じている高齢者の心に寄り添い、話を
じっくり聴き、その気持ちを和らげる傾聴活動を
実施することで、高齢者の心の健康づくりを行
う。

150,000
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8 特定非営利活動法人思いをつなぐ会
群馬県
高崎市

古民家で楽しく過そう生きがいづくり！

古民家等でランチ会・体操・歌等を実施しながら
集まる場所を提供することで、高齢者に生きが
いを見つけてもらう。ひいては、地域コミュニティ
の活性化につなげていく。

100,000

9 特定非営利活動法人ふれあいねっと
埼玉県
上尾市

シルバー健康体操

医療機関と提携して健康体操・健康相談等を行
うことにより、高齢者の健康維持・増進を図ると
ともに、高齢者同士のコミュニケーションを深
め、孤立化の防止と生活意欲の増進を図る。

150,000

10
特定非営利活動法人

さわやか福祉の会・松戸くらしの助っ人
千葉県
松戸市

オープンスペース「悠々」

高齢者と子育て中の母親が交流できるスペース
を提供することで、これまでの高齢者同士・母親
同士の交流に対し、新たな視点を加え、高齢
者・母親それぞれの悩みや不安を解消する。

150,000

11 特定非営利活動法人スマイルクラブ
千葉県
柏市

体操と懐メロで元気シニアを応援する移動
健康サロン「あの日に帰り隊」モデル事業

健康体操の実施および高齢者の方にとって懐
かしい曲（1950～1960年代前後）を鑑賞する移
動健康サロンを運営し、介護予防・認知症予防
に貢献する。

150,000

12 葛西みまもり隊
東京都

江戸川区
葛西みまもり隊　地域の高齢者のたまりば
運営

食事会・運動等を通して、高齢者が歓談する場
所を提供することで、高齢者の健康を確保す
る。それにより、孤独死や引きこもり等も防止す
る。

145,000

13 一般社団法人メイクボランティアM.B.L
東京都
多摩市

メイクボランティア
高齢者にメイクを施すことで、日常生活に活力
を与える。そして、社会の中で健康的な生活が
できるよう支援する。

150,000

14 特定非営利活動法人プラチナ美容塾
東京都
港区

「プラチナ美容塾　講師育成会」

シニア世代自身が健康で若々しくあるための美
容法を学び、心まで元気になり、かつ学んだそ
の知識と技術を地域の高齢者施設等で活かす
ことで、地域に貢献していく。

150,000

15
ＮＰＯ法人

燃えない壊れないまち・すみだ支援隊
東京都
墨田区

ひきふね高齢者によるくらし講座とお茶会
事業

他団体と連携し、食・健康等に関する講座を開
催し、日常生活で知っておきたい知識を提供す
るとともに、高齢者が楽しいひと時を過ごせる居
場所作りをすすめる。また、講座に通う中で、地
域とのつながりを作り、見守り合う関係性を構築
する。

150,000
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16
特定非営利活動法人

湘南ふじさわシニアネット
神奈川県
藤沢市

楽しみながら健康づくり
　ふれあい健康教室2015

毎日の食生活で注意することや継続的に運動
をする習慣を、仲間と励まし合いながら身につ
け、生活習慣病の予防や健康維持を図る。

100,000

17 健康づくりサポーターズ
神奈川県
横浜市

地域健康づくりサポート事業
　①出前型―生活体力測定会
　②元気シニア健康講座

地域を巡回しての生活体力測定会（出前型）を
実施および健康講座（公開型）を開催すること
で、地域の高齢者の健康づくり・健康寿命の延
伸に貢献する。

85,000

18 貯筋運動研究会
新潟県
新潟市

「貯筋・貯骨で、健康寿命を積極的に延伸
しよう！！」（地域高齢者健康セミナー）

連続型健康セミナー（ストレッチ・筋トレの方法
等）を実施し、高齢者に身体活動の必要性を理
解してもらうとともに、実践してもらうことで、身
体活動の習慣化を図る。

100,000

19 心豊かにＡＲＤの会
愛知県

尾張旭市
多世代交流のためのイベント開催と歌ひろ
ば活動

歌や昔遊び等を通じた多世代交流会を開催す
ることで、引きこもりがちな高齢者に外出の機会
を与え、孤立化防止を図るとともに、他世代との
コミュニケーションによる心身の健康確保を図
る。

100,000

20
ＮＰＯ法人

ナルク伊賀名張生きがいクラブ
三重県
名張市

高齢者サロン開催事業
軽スポーツや筋トレを実施するサロンを運営す
ることで、参加した高齢者の心身の健康への意
識を高め、自身の介護予防につなげてもらう。

150,000

21 ボランティアサークル老大東部フレンド
大阪府

東大阪市
買い物弱者支援にための「買い物バス」の
運行「ニコニコお出かけクラブ」

買い物バスを運行することで、高齢者の外出を
支援し、生活の質の向上や地域社会における
孤立化防止を図る。それにより、地域内のコミュ
ニケーションの活性化にもつなげていく。

137,000

22 歌体操介護予防市民塾
大阪府
吹田市

認知症者と交流する高齢者施設訪問活動
認知症者を含む高齢者介護施設を訪問し、昔
懐かしい歌を歌いながら体操する「歌体操」を通
じ、高齢者の心と体をほぐしていく。

150,000

23 庄内南校区社会福祉協議会
大阪府
豊中市

介護予防・認知症予防のいきいきサロン

週１回、参加者各々の体力に応じた筋力アップ
等の体操を行うサロンを運営することで、高齢
者の生活のリズムを保ち、多くの人とのコミュニ
ケーションの機会を設け、介護予防・認知症予
防を図る。

150,000

24 ルミエール千鳥福祉協会
兵庫県
尼崎市

高齢者いきいき３世代交流事業

ふれあい喫茶・健康体操・ウォーキング・３世代
交流イベント等を通じ、地域でいきいき暮らす支
援をするとともに、孤独死防止・認知症予防の
ためにコミュニティづくりをすすめる。

150,000

25
高老年期運動推進グループ

いきいき元気倶楽部
兵庫県
川西市

平成27年度　いきいきチェアトレ教室　松
尾台

週１回、体を支える力の維持向上・歩行立ち座
りに必要な筋力等を鍛える運動を行い、健康寿
命の延伸を図る。また、集うことにより生活のリ
ズムを保ち、仲間づくりの場とする。

150,000

26 大宮地区社会福祉協議会
奈良県
奈良市

健康で季節行事を体験しよう！

給食・サロン会を開催することで、外出・コミュニ
ケーションの機会とし、高齢者の心身の健康を
確保する。また、地域の仲間づくりにもつなが
り、孤立化・徘徊等の防止も図る。

133,000

27 いきいきシニアわかやま
和歌山県
和歌山市

健康体操（365歩のマーチ体操など）

健康体操を通じ、引きこもりがちな高齢者に外
出の機会を設け、地域の仲間づくりをすすめ
る。それにより、生きがいづくりや健康増進を図
る。

100,000

28 陽だまりサロン
島根県
出雲市

高齢者が歩いて行ける集会所に集まり、生
きがいづくり・介護予防・交流の場づくり（陽
だまりサロン）

季節行事や音楽鑑賞等の活動を通じ、交流を
図り、お互いに刺激し合うことで、心身の健康を
確保するとともに生きがいづくりにつなげてい
く。

80,000

29 マールス福祉ネットワーク協議会
岡山県
岡山市

高齢者を元気にする訪問理美容

外出が困難な高齢者等に対する訪問理美容を
通じ、おしゃれ心はもとより、社会参加の意欲と
心身の健康を取り戻してもらうとともに、安否確
認を行う。

150,000

30 廿日市市大野二区・お茶の間サロン会
広島県

廿日市市
元気ライフのいきがいづくりと介護予防の
健康づくり事業

地域の諸団体と連携して、健康づくりの実践や
お役立ちカルチャー、福祉施設の体験、多世代
交流等を行い、健康増進や地域の仲間づくり、
気軽に集まれる場の提供を図る。

150,000

31 ビューティケア山口
山口県
山口市

ビューティケア山口（かがやきサロン）
高齢者施設の訪問やサロンの開催により、高齢
者にメイクを施し、笑顔を取り戻してもらい、生き
がい・心身の健康を確保する。

150,000
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32 石井ボランティアあすなろ会
徳島県
名西郡
石井町

自立支援活動（高齢者一人ひとりが地域
に根ざし支えあいながら知識の習得、仲間
づくりをする塾に参加してウォーキングや
健康教室で楽しいいきいき人生を過してい
ただく活動）

ウォーキング大会や健康・料理等に関する講座
を開催し、高齢者の健康づくり・仲間づくりを支
援することで、地域で楽しくいきいき老後を過ご
す手助けをする。

100,000

33
ＮＰＯ法人えひめ高齢者

ヘルスプロモーション研究会
愛媛県
松山市

高齢者体操指導者養成セミナー事業

高齢者の健康づくりを支援する地域リーダーを
育成する。また、育成だけでなく、現場に活かせ
る内容をフォローアップしていくことで、最新の
健康づくりの情報を地域に伝え、地域の高齢者
の健康寿命の延伸を図る。

100,000

34 堂好海せいらん
高知県
高岡郡
津野町

地域安全安心サポート支援に関する活動
（高齢者に対する一品惣菜等の移動販売）

移動販売を行うことで、高齢者の食生活改善を
図る。また、移動販売時にコミュニケーションを
取ることにより、見守り活動も実施する。

150,000

35 地域の応援隊　和
高知県
高岡郡
津野町

支えあい啓発活動

音楽と食を楽しむ場を設け、交流してもらうこと
で、心身のリフレッシュや食生活の改善を図る。
また、高齢者自身が自分にできることを活かし、
支援者になってもらうことで、生きがいや喜びに
つながるようにする。

150,000

36 認知症サポーターを広める会
福岡県
田川郡
福智町

認知症サポーターの活動の場である認知
症カフェ「カフェ昭和館」の開設と運営

認知症者とその家族、医師・看護師・介護職、
福祉ボランティア、行政等が一堂に集まれる認
知症カフェを運営することで、認知症について相
談しやすい環境を整える。

100,000

37 つつみカフェ
福岡県
福岡市

つつみカフェ
認知症者とその家族等が交流できる場を提供
することで、気軽に相談でき、誰もが住み慣れ
た地域で楽しく暮らすことができるようにする。

50,000

38 暮らしのサポートセンター・久住「りんどう」
大分県
竹田市

高齢者が住み慣れた地域で、安心して生
活できる体制づくり

高齢者の居場所としての寄り合い場の運営や
ちょっとした暮らしの困りごとを支援する生活支
援サービスの実施、健康教室を開催すること
で、高齢者の生きがいづくり、住み慣れた地域
で安心して生活できる体制づくりをすすめる。

130,000

夢サ
鹿児島県

高齢者いきいき夢サ

食事作り・健康教室・歌等様々な活動を実施す
るサロンを運営し、元気な高齢者も手助けを必
要としている高齢者も ともに同じ世代を生きた39 夢サロン

鹿児島県
いちき串木野市

高齢者いきいき夢サロン 要としている高齢者も、ともに同じ世代を生きた
者同士支え合い、人生をより豊かにできるよう
支援する。

100,000


