
団体・グループ名 所在地 活動名称 活動の概要

1 さわやかサロン
北海道
札幌市

さわやかサロン
講師を招いて筋力・体力アップ、健康維持を目的とした体操を行い、体力向
上を目指す。また、会員の手作りの軽食を囲み楽しく食事会をする。

2 いきいきみどり会
北海道
旭川市

いきいきみどり会
健康に関する専門職の指導を受け、効果的な運動の方法を学ぶ。また、花
の寄せ植えを作り活動をＰＲすると共に地域住民の交流のきっかけを作る。

3 ワンツーネットサロン
北海道
北見市

ワンツーネットサロン
ふまねっと運動を実施し、体力向上・認知症予防を目指す。運動不足解消、
閉じこもり解消に繋がり、健康維持を図る。

4 西地区高齢者を支えるボランティアの会
北海道
網走市

西地区地域高齢者交流促進活動（愛称）西地
区いきいきフレンド

介護予防に関する様々な知識や学びを提供し、参加者の自助力の向上を目
指す。参加者が講師となる機会を設けることにより、高齢者の生きがいづくり
を促進する。

5 むつ市生活介護サポーター連絡協議会
青森県
むつ市

介護予防運動参加者へのポイントを与え、モ
チベーションを高める事業

介護予防運動への参加の都度ポイントを付与し、ポイントの集計数に応じて
表彰する。参加状況を見える化することでマンネリ化防止とモチベーションの
向上を図る。

6 NPO法人　グッジョブクラブ
岩手県
一関市

スポーツ吹き矢で健康になろう
スポーツ吹き矢を行うことで、引きこもり防止と健康増進を目指す。また、競
技に参加することで生きがいややりがいを生む効果も期待される。

7 上河戸若葉お茶飲み会
宮城県

東松島市
上河戸若葉お茶飲み会

健康体操・サロンで交流を深め、多くの仲間を誘い合い、孤立化を防ぐ。専
門職講師による講話や指導で、正しい知識を身につける。

8 しちがはまレクリエーション協会
宮城県
宮城郡

七ヶ浜町
運動未実施者支援事業

ニュースポーツを行い身体を動かすことで、体力減退を予防し、仲間とコミュ
ニケーションを取ることに繋げる。運動の習慣化と仲間づくり、憩いの場の活
性化を目指す。

9 木下ふれあい隊
秋田県
横手市

横手市・健康の駅取り組みの小規模駅認定
（健康寿命向上身体体操年間活動）

地域住民が孤立せず安心安全に暮らせるような交流の場づくり、生きがい・
健康づくりを目指す。健康体操教室とともに太極拳教室も同時に開催し、健
康増進や生きがいを生み出する。

10 上宝沢ふれあいサロン
山形県
山形市

上宝沢ふれあいサロン
高齢になっても家に閉じこもらず、定期的に交流することで、仲間づくり・生き
がいづくりを進め、認知症予防に役立てる。

11 千歳地区民政委員児童委員協議会
山形県
山形市

ちとせいきいき100歳体操サロン
「住民が一人でも多く一年でも長く在宅で自力生活ができる」ことを目標とし
て体操サロンを開催。多くの高齢者住民が参加することで、元気な地域を目
指す。

12 在宅介護を支える家族の会
山形県
村山市

高齢者が住み慣れた地域での暮らしの継続
支援につなげる食事からの健康づくり教室

地域の高齢者や介護者、子どもの世代間交流の場として運営。また、栄養
士による食事会を開催し、偏食がちな高齢者の栄養管理や食事相談を行う
ことで地域住民の健康増進を図る。

13 石合（南）（北）町内会
福島県
福島市

介護予防「いきいきももりん体操」
介護予防体操を行うことで元気な高齢者を育成し、健康増進を図るとともに
参加者同士の交流を深め孤立化を防ぐ。また、茶話会サロンを充実させて
生きがいづくりの場とする。

14 取手市シルバーリハビリ体操指導士の会
茨城県
取手市

いきいきヘルス体操
市内各地で体操教室を開催し、地域住民の健康寿命の延伸、尊厳ある生活
の維持を目指す。

15 出流原　東元気サロン
栃木県
佐野市

出流原　東元気サロン
地域住民の健康増進と交流のため、介護予防運動を実施し健康への関心
や意識を高める。また、地域高齢者が顔を合わせることで、閉じこもり予防と
なっている。

16 ささえあいの会みさとクローバー
埼玉県
三郷市

あおぞら健康教室
屋外広場で定期的に健康体操を実施し、誰でも参加しやすい活動を行って
いる。健康体操を通して人が集い、交流を持ち地域コミュニティーを作ること
を目指す。

17 羽田第五寿会
東京都
大田区

健康福寿講
講師を招いて健康体操を実施し、運動の機会を提供することで地域高齢者
の健康増進を図り、同時に交流を深めて孤立化を防ぐ。

18 杜の家
東京都

江戸川区
杜の家

地域の高齢者の交流の場、生きがいづくりの場として活動し、健康体操やグ
ラウンドゴルフ等の運動を楽しみながら健康づくりができる場を提供してい
る。

19 NPO法人　神奈川県転倒予防医学研究会
神奈川県
横浜市

「転倒予防（健康体操）教室」専門インストラク
ター依頼とステップ体操の導入

転倒予防のための健康体操教室を開催し、高齢者の身体向上と自立支援を
サポートする。また、健脚度測定をすることで運動の成果を確認し、目的と目
標を持って運動に参加していただく。

２０１７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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団体・グループ名 所在地 活動名称 活動の概要

20 NPO法人　アロハグレイス
神奈川県
横浜市

ケアフラ講座
介護をしている方や介護を身近に感じている方を対象に、フラダンスの要素
を取り入れた体操教室を開催。同じ境遇にいる仲間づくりの場を目指す。

21 ココいきましょ会
神奈川県
伊勢原市

独居高齢者の生活支援（特に庭の整備）
独居高齢者の庭の草取りや樹木の整備を実施。また、空き家対策の一環と
して空き家の庭を整備し地域活性化のための活動場所として活用する。

22 スマイル工房半山☺
新潟県
胎内市

介護予防トレーニング（柔軟体操、脳トレ、筋ト
レなど）

介護予防を目的とした体操や脳トレを行い、病気や怪我を予防する。また、
本活動が町内の交流のきっかけとなり、見守り活動の一助となっている。

23 園沖支え愛ネットワーク
長野県
長野市

園沖地域助け合い活動
住み慣れた地域で支えあって暮らすことを目的に、体操などを取り入れたサ
ロン活動を実施し、交流の場を広めて地域住民同士の交流活性化を目指
す。

24 磯部町2丁目寿会
富山県
富山市

花水木会
茶話会、教養講座等を取り入れたサロン活動を実施。様々な行事を実施し、
高齢者の閉じこもりを防ぎ地域の活性化を目指す。

25 NPO法人　えんあって
静岡県
浜松市

たのしく健康いきいき体操
合唱や健康体操等を実施し、楽しく健康寿命の延伸を図る。体操終了後は
茶話会を開催し、一人暮らしの参加者同士交流の場を提供している。

26 居場所りんりん
静岡県
富士市

居場所りんりん
健康体操や頭の体操等健康維持・予防事業に力を入れたサロン活動を実施
し、独居高齢者の生きがいづくりや健康維持、見守り活動を行っている。

27 桜ヶ丘　桜助の会
静岡県
磐田市

高齢者の生きがいづくり健康管理と増進
様々なテーマの講演、歌、支援者による編み物教室等の交流活動を通じて
地域住民の親睦を図る。磐田市内で推進している健康体操を実施し、参加
者の健康増進を目指す。

28 押沢クラブ
愛知県

春日井市
コミュニティカフェ

高齢者の孤立化を防ぎ、生きがいづくりを促進するコミュニティカフェを実施。
引きこもりがちの高齢者の外出支援および交流の場とし、地域活動の広がり
に貢献する。

29 日進福寿会
三重県
桑名市

健康づくり
健康測定や健康教室を開催。また、遊休地を活用して野菜・花つくりを実施
してコミュニケーションを図るとともに収穫した野菜を利用して料理講習会を
開催するなど、地域の絆を深める。

30 脳若返りの会
滋賀県
大津市

脳若返りの会～地域の活性化のため、楽しく
みんなで認知症予防～

脳活性化のためのレクリエーション等、参加者同士の交流が深まる内容を取
り入れた認知症予防活動を実施。参加者同士の交流の場、情報交換の場を
目指す。

31 そらいろ
滋賀県

近江八幡市
高齢化する町に活気ある交流と生きがいづくり

生きがいづくりとして認知症予防ストレッチ体操の実施に加え、笑う場・機会
を提供し、地域高齢者の健康増進を図るとともに交流を深め孤立化を防ぐ。

32 NPO法人　たんご村
京都府
宮津市

『海の京都・MIYAZUで健康SUPサークル』＊
SUP＝スタンド・アップ・パドルボードの略

高齢者や障がい者がＳＵＰ（スタンド・アップ・パドルボート）に乗って楽しく健
康増進を図り、コミュニケーションの輪を広げ、地域のＰＲに繋げる。また、心
身ともに元気な社会生活をポジティブに過ごすことに貢献する。

33 配食・会食サービス「燦燦」
京都府

長岡京市
配食・会食サービス「燦燦」

彩り、季節感、日本の食の伝統行事を反映した手作りの弁当を高齢者に届
け、配達員との対話で見守りを行う。担い手も高齢者であることから、生きが
いづくりに寄与している。

34 NPO法人　こもれび相談室
大阪府
大阪市

ふくまる健康体操教室（池田市のゆるキャラふ
くまるの歌をアレンジした高齢者向けの体操と
筋トレ・ストレッチ）

相談会を兼ねたカフェ運営の中で、体操教室等の交流の場を設けることによ
り、地域の高齢者の孤立化を防止する。また、継続的な関係性を構築するこ
とで、気軽に相談できる地域環境づくりに寄与する。

35 NPO法人　SC高槻
大阪府
高槻市

シニアサッカー教室
シニアサッカー教室の開催により、、健康で過ごすとともに、広範囲にわたる
仲間づくりやコミュニケーションを促進させ、生涯スポーツ社会の実現と地域
社会の活性化に貢献する。

36 くまとりタピオ元気体操ひろめ隊
大阪府
泉南郡
熊取町

町の体操「タピオ体操＋（プラス）」の普及・啓
発

市が推進する健康体操の普及・啓蒙活動を通じて、「自分自身の健康づくり」
と「町の元気アップ」、「生涯現役まちづくりの輪」を広げていくことを目標とす
る。

37 ささゆり（男の井戸端会議）
兵庫県
神戸市

ささゆり（男の井戸端会議）
閉じこもりがちな独居高齢男性が地域で元気に生き生きと暮らせるよう、サ
ロン形式で昼食会や介護予防体操、レクリエーション等を実施し、居場所づく
りを行う。

38 NPO法人　美メイク・アクトレス
兵庫県
姫路市

「介護予防！お化粧療法　活動発表会」
女性の化粧を行動療法として用いることで、生活の質の向上や社会進出を
サポートする。高齢者施設等でのメイクセラピーに加え、支援者（セラピスト）
育成による高齢者の社会貢献にも寄与する。
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39 くすくすサロン
兵庫県
明石市

くすくすサロン
小物づくりやお茶会を行うサロン運営の中でロコモ体操にも取り組み、会員
相互の親睦を図るとともに心身の健康維持を目指す。

40 サークル「ゆかいな仲間」
兵庫県
明石市

明石市大久保コミュニティ・サークル「ゆかい
な仲間」

会話や体操、合唱を行うサロン活動を通して仲間同士のコミュニケーションを
図り、生きがいづくりと認知症予防に役立てる。

41 明石松陰シニアクラブ
兵庫県
明石市

明石松陰健康体操
健康体操教室の開催、懇談・相談会を実施。合唱等も行い、健康増進を図る
とともに、地域住民の一層の交流活性化を図る。

42 谷八木悠遊会
兵庫県
明石市

谷八木悠遊会活性化進化事業
グラウンドゴルフや体操を行うことで、毎日の行動目標を立てる。地域の他
の自主組織と共同し、仲間を増やすことで地域活性化に繋げる。

43 きさきりんどうの会
兵庫県
明石市

ミニケアサロン
地域の独居高齢者、高齢夫婦を対象に食事会を実施。大人数で食事をする
ことで、高齢者の生きがいや地域住民が繋がるきっかけを提供する。

44
ボランティアはなぞの

西明石サポーティングファミリー
兵庫県
明石市

「H・A・N・C・S　ハンクスコミュニケーション」
日ごろから誰でも気軽に行け、住民と専門職
が交流できる場所

食事会・健康に関する講義・見守り活動等を行い、高齢者の居場所づくり・世
代を超えた交流が広がることで、「まちが優しくなる」ことを目指す。

45 甲子園のつどい場　いちご畑
兵庫県
西宮市

シニアサロン講座・ＧＧクラブ（男性参加のボラ
ンティア養成）

空き家対策と地域福祉対策から生まれたサロン活動。茶話会の他、ボラン
ティア養成講座や参加者の特技等を活かした多世代交流を行う。

46 二名地区社会福祉協議会
奈良県
奈良市

健康増進活動（健康体操教室・青葉ウォーキ
ング）

ウォーキング・体操を通じて、体力と筋力づくり、健康意識の向上を図る。集
団で行動することにより参加者同士の繋がりができ、近況確認や困り事の早
期発見等に繋げる。

47 朱雀地区社会福祉協議会
奈良県
奈良市

朱雀地区楽器サロン
「楽器」を用いたサロン活動。自分にもできるという楽しみと、楽器を通じて広
がる人との触れ合いを提供する。

48 ニュータウン熟年クラブ
和歌山県
東牟婁郡

那智勝浦町
ふれあい筋力トレーニングの拡充

仲間と定期的に筋力トレーニングを行い、無理せず楽しく身体を鍛えること
で、強い精神と身体を目指す。

49 美保なぎさサロン
島根県
出雲市

年間を通して継続する健康体操・軽体操
健康を維持するため健康体操や軽体操を実施し、地域高齢者の親睦と生き
がいづくりに繋げる。

50
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
スポンジテニスやバドミントン等のスポーツを通じた健康づくり、仲間づくり、
ストレス解消を目的とする。高齢者の基礎体力向上・体力低下防止に繋げ
る。

51
西阿知町新田公民館

楽々講座・三世代交流会
岡山県
倉敷市

楽々講座・三世代交流会
健康体操の実施と茶話会、就園前の親子との交流会を行うサロン活動。地
域の交流と親睦を深め、高齢者の生きがいづくりに貢献。

52 NPO法人　なかがわ自然楽会
福岡県
筑紫郡

那珂川町
遊休田畑を活用した高齢者の野外活動支援

遊休田園を活用し、農作物を育て、収穫した野菜等を利用して収穫祭を行
う。高齢者が引きこもりから脱却し、太陽の下で活動することで、健康寿命の
延伸と地域活性化を図る。

53 サロン・ド・川平平和
長崎県
長崎市

サロン活動における高齢者健康ペタンク推進
活動

高齢者や女性にも人気のあるペタンクをきっかけに、地域の高齢者に屋外で
の運動の機会を提供し、健康の維持管理・増進を目指す。また、外出するこ
とで仲間との交流を図る。

54 帯山校区2町内自治会
熊本県
熊本市

帯山校区2町内自治会（サロン・お助け隊・健
康教室・シニアにこにこサークル活動）

脳トレや健康講話などのサロン活動を通じて、健康づくり・仲間づくり・孤立化
防止に貢献。また、生活支援等も実施し住み慣れた地域で暮らし続けること
を目指す。

55 NPO法人　わいわい夢クラブ
大分県
大分市

男性のための健康体操教室
地域行事や健康サロンへの男性参加率向上のため、男性専用の筋力アッ
プ・体幹トレーニング等の教室を開催。居住地域における居場所を提供し、
積極的な地域交流と体力向上を目指す。

56 ふれあいサロン波島
宮崎県
宮崎市

健康づくり体操教室
健康体操を実施することで、外出の機会・コミュニケーションの場を提供す
る。また、高齢者間の見守り活動にもなる。地域の中で密接に連携すること
で、住み慣れた地域で豊かな暮らしを送る。

57 御殿浜グラウンドゴルフ同好会
鹿児島県
奄美市

親睦グラウンドゴルフ協議会
グラウンドゴルフを通じて健康増進を図るとともに、年齢を意識しない気力や
自信をつけ、他の活動にも積極的に取り組む活力を養う。

58 識名1丁目グランド愛好会
沖縄県
那覇市

識名1丁目グラウンド活性化運動
グラウンドゴルフと公園の清掃活動を通じ、健康づくりと仲間づくり、社会貢
献を行う。交流を深め孤立化を防ぎ、生きがいづくりの場とする。
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