平成30年度助成事業総括表（１次申請分）

交付決定日
№

団体名

平成30年4月1日

事業内容（概要）

交付決定額

市町村名

1 泊お楽しみクラブ

【笑顔教室】
震災からの復興に向けたコミュニティの再構築および高齢者の介護予
防、閉じこもり予防を目的に、健康教室、調理実習、施設慰問活動、
世代間交流などを行う。

150,000

陸前高田市

2 千貫石地区生物多様性支援隊

【地域連携によるマツムシソウ保護活動推進事業】
希少植物であるマツムシソウの収穫祭や写生会、講演会の開催などを
通じて、子どもが自然と触れ合う機会を創出することや、地域の環境
保護活動を行う。

198,000

金ヶ崎町

3 お福わけの会

【地域づくり活動事業】
岩泉町安家地区で暮らしている独居や高齢者世帯を対象に、燃料用の
薪割り、運搬を行い、安心して暮らせる地域づくりを目指す。

150,000

岩泉町

4 松園英会話café

【高齢者のための英会話caféと交流活動】
高齢者の生きがいづくりを目的に初歩的な英会話、英語を用いたゲー
ム、歌などを通じて交流を図るほか、被災地や小学校を訪問し英語を
通した交流事業を行う。

140,000

盛岡市

5 藤沢スポーツ吹矢愛好会

【スポーツ吹矢による健康づくり事業】
高齢者が主体となって、スポーツ吹矢による呼吸法（腹式呼吸法）の
高齢者、老若男女を問わぬ習得を目指し、健康づくり、コミュニティ
構築の一助とする。

80,000

一関市

6 にこにこ会

【元気に楽しく寝たきり予防】
地域の高齢者の孤立を防ぎ、心身共に元気で、生きがいある毎日を送
られるよう毎週体操教室を開催するほか、食生活改善教室、お茶飲み
会、施設訪問などを実施する。

64,000

一関市

7 シルバーガールズ

【川口ご近所支え合いカフェ事業】
高齢者の閉じこもり防止および生きがいづくりの支え合いを進めるた
め、気軽に会話や相談・指導ができるカフェの開催、保育園児との交
流会などを実施する。

87,000

岩手町

8 一関市シニアパソコン同好会

【シニアのパソコン習得活動支援事業】
パソコンに不慣れな高齢者を対象としたパソコン学習会を開催し、習
得した技術を地域の活動支援や他の高齢者への指導支援に生かすな
ど、高齢者の社会参加の機会を拡大する。

70,000

一関市

9 NPO法人前沢いきいきスポーツクラブ

【介護予防運動「高齢者の集い」】
介護予防を目的として吹矢教室を開催するほか、軽運動なども取り入
れ、地域の高齢者の健康維持・増進につなげる。

130,000

奥州市

10 姥屋敷楽しく頭を使おう会

【いきいき脳トレ教室】
高齢者の交流や親睦を深める機会が少ない散村的な集落・姥屋敷地域
の高齢者を対象に脳トレ体操、漢字学習などを行うほか、高齢者が、
地域の開拓の歴史などを子どもたちに語りつぐ事業を行う。

150,000

滝沢市

11 大東ポールウォーキング倶楽部

【介護予防体操、大東ポールウォーキング倶楽部】
地域の高齢者を対象に介護予防を目的に、健康教室、体操教室、
ウォーキングなどを開催し、高齢者の健康増進に貢献する。

77,000

一関市

12 奥州衣川青凛会

【奥州・平泉子供歴史講談「輝凛会」強化事業】
子どもたちを対象に「歴史講談組織」を立ち上げ、奥州平泉など地域
の歴史に関する歴史学習会や講談教室、子ども講談の口演などを開催
する。

82,000

奥州市

13 高齢者の明るいまちづくりの会

【高齢者のたまり場「みんなの家」事業】
地域の高齢化が進み一人暮らしの高齢者や認知症が増加していること
から、支え合う環境をつくるため、空き家を活用し、食事会や手芸、
健康講座などのサロンを開催する。

145,000

盛岡市

14 久慈かたくりの会

【がん及び生活習慣病に関する知識の向上と生き甲斐づくり 及びが
んサロン支援】
がん患者の相談・支援を行うため定期的に「がん患者サロン」を開催
するほか、がんに関する知識向上のために講演会等を行う。

74,000

久慈市

15 ゆったり介護の会

【介護者のつどい「ゆったり介護の会」】
介護に携わる人や介護に関心のある人同士が交流する「介護者のつど
い」と「ゆったりサロン」を開催し、介護の悩みや不安を和らげ、介
護の負担軽減や生きがいにつなげる。

115,000

軽米町

16 ほのぼのネット宮園

【ほのぼのカフェ】
地域住民の健康維持と交流の場を設け、安心して暮らせる地域づくり
を図るため、毎月1回の「ほのぼのカフェ」と健康体操、絵手紙教室
などを開催する。

66,000

宮古市

17 長命会

【世代間交流伝承会】
高齢者と子どもたちを対象に、一関市厳美地区に伝わる民舞用、年中
行事を行い、次世代に地域の文化を継承するとともに、地域の活性化
を図る。

133,000

一関市

18 いわてシニアの会

【高齢者等による事業開発および人材雇用･育成支援事業】
企業、役所および教育機関等の定年退職者が自分の知識と人脈を生か
し、企業の事業開発や人材雇用・育成の支援をするため、講習会や相
談会などを定期的に開催する。

120,000

盛岡市

19 にこにこ来楽歩（くらぶ）

【にこにこ来楽歩事業】
地域の空き家を活用して、高齢者の居場所づくり、生きがいづくり、
介護予防を目的に、体操教室、手芸教室、料理教室などを定期的に開
催する。

120,000

一関市

20 介護者の会

【介護者の会】
介護に対する不安や悩みを取り除き、介護者が元気に生活することが
できるよう、定期的に交流会や研修会を開催する。

65,000

一関市

21 認知症を考える会

【認知症の人と家族の支援・地域づくり】
在宅で認知症の人を介護する高齢者や認知症本人などを対象に講演会
や集いの会などを開催し、本人・介護家族の交流や支援につなげるほ
か、認知症への理解を広める。

153,000

陸前高田市

【高齢者の健康づくりと仲間づくりを支援しよう】
高齢者の健康づくりと仲間づくりを支援する 高齢者の閉じこもり防止などを目的に、野外での花植えや草取りなど
会
の軽作業を行うほか、中津川河川敷にベンチなどを作り、地域住民が
交流できる場を提供する。

63,000

盛岡市

23 久慈地域傾聴ボランティアこころ

【こころのオアシスづくり事業】
悩みを持つ人や辛く悲しい思いをしている人を対象に、話を聞くた
め、個人宅への訪問、介護施設やサロンなど、各地域で傾聴の場を設
ける。

140,000

久慈市

24 おおちゃん手編みサークル

【趣味活動を通して新しい仲間を作り、楽しみながら介護予防事業
「仲間・地域づくりのための介護予防事業」】
町内の高齢者を対象に高齢者の孤立防止、介護予防などを目的に、編
み物教室を毎月開催する。

166,000

大槌町

25 すずらんの会

【体力アップ元気松園】
盛岡市松園地域の高齢者を対象に、高齢者の健康増進、仲間づくりな
どを目的に、毎月、脳トレ、体操教室、栄養講座などを開催し、地域
での支え合いの意識にもつなげていく。

106,000

盛岡市

26 姉歯会

【姉歯絆の会】
災害公営住宅への入居に伴い、あらたなコミュニティづくり、高齢者
の閉じこもり予防、健康の維持・増進、地域交流の推進、認知症予
防、介護予防などを目的に、健康講座、世代間交流事業などを行う

140,000

陸前高田市

27 安比高原ご近所支えあいの会

【安比高原ご近所支えあいの会事業】
地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心し住み続けられることを目的
に、健康講習会、サロン活動、文化交流会、スポーツ交流会などを定
期的に開催する。

130,000

八幡平市

28 あかなかサロン

【地域支え合い「あかなかサロン」】
地域の高齢者を対象にサロンを開催し、軽体操、研修会などを行うほ
か、温泉旅行で親睦を深める。

101,000

大船渡市

29 NPO法人居場所創造プロジェクト

【高齢者・高台移転者の「孤立防止」「生きがい」づくり支援事業】
仮設住宅から高台などに移転する高齢者や地域の高齢者などを対称
に、孤立防止と生きがいづくり、親睦交流を図るため、手芸教室やお
茶会などを定期的に開催する。

174,000

大船渡市

30 巣子地域の環境を整備し守る会

【巣子地域の環境を整備し守る事業】
滝沢市巣子地域に市の花・ヤマユリを中心とする花壇整備や植栽作
業、除草作業を行い、地域の環境整備、高齢者の生きづくりを進め
る。

131,000

滝沢市

31 音読こだま

【子どもや高齢者等への読み聞かせ】
市内の高齢者施設や保育園を訪問し、昔話や絵本の読み聞かせを行う
ほか、高齢者施設では軽体操なども行うなど、施設訪問を通じて心の
交流を図る。

78,000

盛岡市

末崎「おたすけ」
32
レディース

【被災地における高齢者による高齢者のための「おたすけ」活動事
業】
大船渡市末崎地区の高齢者を対象に、高齢者の孤立防止を目的に、手
芸教室等の生きがい活動や介護・福祉・医療など、被災地での困りご
と相談への対応を行う。

164,000

大船渡市

33 北浜老人クラブ

【東日本大震災慰霊と感謝の碑の周辺整備】
山田町柳沢地区の空き地に設置予定の「慰霊と感謝之碑」周辺の環境
整備のために、桜の木や花などの植栽を行い、震災の記憶を後世に伝
えていく。

95,000

山田町

34 ひまわりの会

【認知症への理解啓蒙・社会生活支援】
認知症の人と介護をしている家族などを対象に交流の場、相談の場を
設け、介護家族同士の情報交換や認知症に対する啓蒙などを行い、地
域に認知症に対する理解を広める。

166,000

盛岡市

35 釜石支援センター望

【ちぎり絵づくりを楽しむ会】
釜石市内の仮設住宅（9か所)で、高齢者の生きがいづくり、仲間づく
りを目的に、毎月１回ちぎり絵教室を開催する。

150,000

釜石市

36 蓮華（ハスカ）

【あの街、この街、笑顔の街事業】
高齢者施設に暮らす高齢者との交流を目的に踊りや歌による慰問活動
や地域の花壇などに花を植える環境美化活動などを行う。

97,000

一関市

37 ＮＰＯ法人りくカフェ

【健康活動自主運営支援事業】
高齢者の仲間づくり、健康増進などを目的に、体操、ヨガ教室、減塩
料理教室などを定期的に開催する。

135,000

陸前高田市

38 いきいき健康推進隊

【シルバーリハビリ体操普及事業】
シルバーリハビリ体操指導者の認定を受けた会員が、高齢者の健康増
進を目的に地域のサロン等に出向き、地域全体にシルバーリハビリ体
操の普及を図る。

89,000

紫波町

22

合計

4,494,000

