
団体・グループ名 所在地 活動名称 活動の概要

1 健康体操せせらぎ会愛好会
宮城県
仙台市

介護予防支援
健康体操で継続的に体を動かし、体力の維持
を図る。高齢者の閉じこもりを防止し、参加者
のコミュニケーションを深める。

2 角田まちづくり　福祉ほっとの会
宮城県
角田市

あぶくま　健康塾
健康、福祉を題材にした取り組みを実践する
健康塾。参加する高齢者と多世代とのコミュ
ニケーションを図り、生きがいづくりを目指す。

3 堀回地区コミュニティ推進委員会
秋田県
雄勝郡
羽後町

高齢者の健康増進のため「心とからだの健康
教室」を充実、発展させる

健康教室を通じて、健康づくり、介護予防、高
齢者の孤立防止を図り、安全、安心の環境づ
くりを目指す。

4 特定非営利活動法人ふれあいにこにこの丘
山形県
山形市

自助・互助活動が広がるみんなが主役の居
場所づくり事業

高齢者の交流場所の安定的な運営により、盛
んな自助・互助活動へつなげ、高齢者の生き
がいづくりや介護予防を目指す。

5 戸頭おやすみ処運営会
茨城県
取手市

交流活動の充実と継続
閉じこもりがちな高齢者の仲間づくりの場。ボ
ランティアとの交流による介護予防と健康寿
命を高めることを目指す。

6 若ストレッチ　楽楽体操同好会
栃木県
宇都宮市

若ストレッチ　楽楽体操同好会
健康管理、筋トレ、脳トレを行い、健康寿命を
保ち、生きがいづくりにつなげる、高齢者の引
きこもりを防止を目指す。

7 地域ボランティア・あしたば
群馬県
高崎市

居場所づくり事業

農作業や、手芸品づくり等を行い、身近でい
つでも集える居場所づくりを提供する。地域住
民との交流を図り、高齢者の閉じこもりを防止
する。

8 劇団つるかめ
埼玉県
坂戸市

「慰問公演による交流活動」
芝居、歌、踊りにより介護施設の利用者、高
齢者が笑い、歌うことで心身の増強、生きが
いづくりへの寄与。

9 布施新町いきいきネットワーク
千葉県
柏市

ふれあい健康体操

健康増進、高齢者の虚弱予防を実践。体操を
通じて世代間交流を盛んにし、高齢者の閉じ
こもりを防止。高齢者が中心となり健康長寿
の明るいまちづくりを目指す。

10 たんぽぽグループ
千葉県
鴨川市

独居高齢者への会食・配食サービス
独居高齢者の見守り活動、会食、配食等を実
施。高齢者と地域の交流の機会を増やし、閉
じこもり防止、生きがいづくりにつなげる。

11 ほっと安心カフェたんぽぽ
東京都
新宿区

笑顔が重なる地域づくり

定期的にカフェを開催し、体操、健康講座を通
じて地域住民との交流を図り、心身の活性化
を図る。見守りによる高齢者の孤立防止を目
指す。

12 ピン・シャン・コロリ研究会
東京都
小金井市

健康増進のための講演会開催

健康、福祉に関するテーマの講演会を開催
し、健康寿命への関心を高める。参加者同士
の交流の場を作り、高齢者の閉じこもり防止
を図る。

13 スマイルニット倶楽部
東京都
国分寺市

宮城県の仮設住宅（または福祉会館）への編
み物慰問活動「編み物お茶っこ飲み」

被災地への編み物慰問活動。作業療法の一
環として編み物を行うことで精神的安定による
健康面の改善を期待。住民交流の場を増加さ
せ、独居高齢者の孤立化を防止する。

14 松山健やかクラブ
東京都
清瀬市

松山健やかクラブ　街歩き
月１回の街歩きによる地域住民との交流の場
を提供。高齢者の閉じこもり防止、健康づくり
を応援する。

15 つづきウォーキング＆ストレッチクラブ
神奈川県
横浜市

身体向上活動

週に１回、ストレッチ、筋トレ、ウォーキングを
行い健康に関する知識を学びながら、関心を
高め、高齢者の体力向上、参加者同士の交
流を目指す。

16 いわと　ともしびチーム（ともしびの家）
神奈川県
横須賀市

空き家活用による、高齢者・子育て世代との
交流の場

地域の交流を通じて高齢者の心身の健康を
保持増進、介護予防図る。高齢者と子育て世
代との交流による地域の絆づくりを目指す。

17 南本2「みんなの茶の間」
新潟県
上越市

交流活動
健康、運動、文化、癒しの要素を取り入れた
高齢者の交流の場。見守りによる絆を深め、
安心・安全な地域づくりを目指す。

18 地域ささえあい　虹の会
山梨県
山梨市

交流活動

みんなのひろば「おひさま」を拠点に、イベント
や趣味の活動等の交流を通して、家に閉じこ
もりがちになっている高齢者が互いに支え合
える関係づくり、地域づくりを目指す。
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19 奥田校下長寿会連合会
富山県
富山市

高齢者が要介護状態になるのを阻止するた
めの運動を広く普及させる事業

ウォーキングやカローリング等の運動をするこ
とで、高齢者が要介護状態になることを防ぐと
ともに、健康な生活・自立した生活・生きがい
づくりにつなげる。

20 白ゆりの会（白ゆりふれあいCafe）
静岡県
静岡市

交流活動
認知症カフェを開くことで、家に閉じこもりがち
な地域の高齢者の居場所づくりを図り、孤立
予防を目的とする。

21 特定非営利活動法人遠江
静岡県
浜松市

遠江ブローゴルフサロン

地域に住む多世代家族が、誰にでもできるブ
ローゴルフに参加いただくことで、地域住民の
コミュニケーションの増加、また高齢者の健康
と生きがいづくりを目指す。

22 岩倉生涯学習市民の会
愛知県
岩倉市

昔なつかしい映画をみよう
高齢者の居場所づくりのため、市内にある公
民館や集会所を利用し、映画の上映会を行う
とともに、地域で支え合う活動を行う。

23 特定非営利活動法人ニコニコ共和国
三重県
四日市市

一芸道場（絵手紙教室）

特技を持った高齢者自身が指導者となること
で生きがいを感じ、参加する高齢者は生活の
楽しみを増やすことを目的とし、その場所や時
間を居場所づくりに活用する。

24 絆サークル
滋賀県
大津市

高齢者にとって快適で参加しやすいカフェ環
境の整備

地域の高齢者が参加しやすい自治会館でカ
フェを運営し、高齢者の孤立を防ぐことや健康
維持、活躍する機会を増やす場を提供する。

25 常磐野社会福祉協議会
京都府
京都市

交流活動
地域の自治会館で定期的に「おしゃべりカ
フェ」と「すこやか教室」を開催する。地域の独
居高齢者の居場所づくりを目指す。

26 特定非営利活動法人フォーラムひこばえ
京都府
京都市

歴史散歩
京都の寺社・仏閣を訪れ歴史をより深く知る
活動を通して、高齢者の頭脳の活性化、緩や
かな運動、また仲間づくりを図る。

27 ダンシングクローバー
大阪府
東大阪市

介護予防体操教室

介護予防体操教室を開催し、参加していただ
くことで、高齢者の自助と共助を目指し元気で
動ける体力維持を目的に、無理なく楽しく集え
る場を作る。

28 レインボーマム
兵庫県
神戸市

介護予防カフェの運営
介護予防カフェの運営を通じて地域内での繋
がりを作ることで、住民の孤立化が生まれな
い支え合いの活動を行う。

29
NPO法人　人と地域の活動応援団ぽっかぽ

か
兵庫県
西宮市

つながりカフェ「おしゃべりモーニング」

既存の交流スペースを利用して、コーヒーや
パンなどを提供し、高齢者に読書やおしゃべ
りなどのゆっくりとした時間を過ごしてもらう。
閉じこもりを防ぎ、健康な生活をできるように
する。

30 宝塚市末成小学校地域まちづくり協議会
兵庫県
宝塚市

地域なんでも相談～フレンド～

専門家の講師と共に高齢者の悩みや困って
いることを聞き、体操や健康の維持の仕方、
食事療法、運動療法などを学ぶことで、心身
ともに健康な状態を目指す。

31 コミュニティ　マーガレット
奈良県
五條市

ノルディックウォーキングプロジェクト2017
地域の子供から高齢者までが参加しやすいノ
ルディックウォーキングを通じ、体力づくり・健
康づくりの実現を目指す。

32 グリーンライフシニアわかやま
和歌山県
和歌山市

高齢者を広域地域で支え合う支援活動

耕作放棄地を利用し、和綿の栽培、またサツ
マイモ・イチゴ・玉ねぎなどの栽培を高齢者や
障がい者、子供が交流をしながら1年を通して
活動することで、地域の方々の生きがいづくり
の場を作る。

33 ラフターヨガ・わかやま
和歌山県
和歌山市

笑いの体操（笑いは生きる力）・6ヶ月講座

笑うことで心と体の健康を作る「ラフターヨガ」
を6ヶ月間継続して行うことで、高齢者の方に
笑いを身に付け、元気に楽しく暮らしていただ
くことを目的とする。

34 いなば西郷むらづくり協議会
鳥取県
鳥取市

西郷地区グラウンドゴルフ交流事業
グラウンドゴルフを通じて、高齢者の健康維持
を図るとともに、定期的な交流会を開催するこ
とで地域で孤立する高齢者の減少を目指す。

35 シニアボランティアグループせんだん
島根県
松江市

地域活性交流活動「パワーアップ大作戦」

地域の高齢者が小学校を訪問し、魚食離れを
している児童に対して、魚食普及活動のため
の体験学習を実施する。活動を通じて地域活
性と高齢者の生きがいづくり、世代間交流を
図る。

36
ＮＰＯ法人斐川体育協会
ひかわスポーツ夢クラブ

島根県
出雲市

シニアスポーツ広場

体操教室を開き、体を動かしながら高齢者の
基礎体力向上・ストレス解消を図る。また、ス
ポーツを通じて仲間づくりや地域での交流を
深める。

37 鳥井地区社会福祉協議会
島根県
大田市

高齢者・子ども等支援事業
子どもから大人までを対象にしたサロン活動
を実施し、世代間交流を促すことで、高齢者
の閉じこもり防止・認知症予防を行う。
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38 新加茂地区住民自治協議会
岡山県
津山市

新加茂げんき村づくり事業
認知症予防講演会やグラウンドゴルフ大会
等、高齢者への支援活動を行い、高齢者が元
気で安心して暮らせる地域づくりを目指す。

39 NPO法人アニマルセラピー協会
広島県
東広島市

アニマルセラピーによる健康管理・増進活動
アニマルセラピーを通じて、高齢者が抱えて
いるストレスの軽減や自信回復を促し、精神
面からの健康管理・健康増進を図る。

40 むかしなつかしお手玉会
山口県
山口市

絵本「うれしい、たのしい、ありがとう」の制作

五感（目で見て・耳で聞き・手で触れ・口で歌
い・心で感じる）を使って遊ぶお手玉の魅力を
幅広い世代に伝えるため、絵本を作成し、更
なる普及を目指す。

41 シニア支援ロダン・パソコン・クラブ
徳島県
小松島市

シニア支援ロダン・パソコン・クラブ

高齢者の生活がより豊かになるよう、パソコン
クラブを開き、生きがいづくりや認知症予防を
図る。また、休憩時間には交流会を実施し、
会員同士の親睦を深める。

42 特定非営利活動法人四季の会
徳島県
名西郡
石井町

生きがいづくり活動

ハイキングやウォーキングを通じて、健康増
進を図る。また、介護老人保健施設を訪問し、
歌謡、踊り、手品等を披露することで、生きが
いづくりに貢献する。

43 ＮＰＯ法人シアターネットワークえひめ
愛媛県
松山市

プラチナねこ演劇発表会

演劇の練習や発表を行うことで、達成感を感
じられる場を提供する。他者とのコミュニケー
ションを図り、閉じこもり防止や生きがいづくり
に貢献する。

44 ＮＰＯ法人城南健康ふれあい倶楽部
福岡県
久留米市

認知症予防カフェサポーターのスキルアッ
プ

脳トレや筋トレ体操等を行う認知症予防カフェ
を運営し、認知症の方や家族が気軽に集える
居場所を継続して提供する。

45
特定非営利活動法人
ＮＰＯ栄町地域づくり会

佐賀県
伊万里市

高齢者交流施設“支温の家”を核とした高齢
者の健康増進、生きがいづくり支援事業

交流施設を運営し、高齢者の社会参加を促す
ことで、住み慣れた地域で安心して暮らせる
地域づくりに寄与する。高齢者同士が支えあ
える環境を作る。

46 久山台シニア会
長崎県
諫早市

久山台みんなのカフェ

体操や健康講話等の交流活動で、閉じこもり
を防止し、身体と心の健康づくりにつなげる。
カフェの開設を通じ、介護予防・生活支援サー
ビスの担い手として、高齢者が地域の中で新
たな社会的役割を担うことを目指す。

47 御幸校区民生委員児童委員協議会
熊本県
熊本市

御幸校区サロン「きて・みて・かたらんね」
体操や歌、おしゃべり等を取り入れたサロン
活動を実施し、地域の人と交流できる場を作
ることで、孤立化を防ぎ、地域の絆を深める。

48 はつらつクラブ
熊本県
熊本市

はつらつクラブ
筋力トレーニングや交流サロン活動を実施
し、閉じこもりや寝たきり生活の予防と参加者
同士の交流促進を図る。

49 健大ゴールド
熊本県
玉名市

健康づくり・生きがいづくり事業

健康ダンスや体操等の講座を開設し、活動を
通じて地域活動への参加を促すとともに、互
いに支えあい、安心して暮らせる社会づくりに
取り組む。

50 春日台「いこいの広場」
宮崎県
宮崎市

命を大切にし、共に支えあい、楽しく生活を送
る高齢者を増やす「いこいの広場」

「いこいの広場」を通じて、集まり、出会う場を
作り、孤立・孤食を減らし、地域の高齢者の安
心・安全な暮らしの支援に努める。

51 紫原独居老人給食会
鹿児島県
鹿児島市

紫原独居老人給食会

毎月１回、一人暮らしの高齢者を対象に食事
会を開き、栄養バランスのとれた食事や仲間
とのおしゃべりで、孤立化を防ぎ、楽しい時間
を過ごせる場を提供する。

52 兼城ゆいまーる会
沖縄県
南風原町

兼城ゆいまーる会

室内ゲームやカラオケ、世代間交流等を通じ
て、高齢者の社会参加の促進および社会的
孤立の解消を目指し、地域福祉の向上に貢
献する。


