ニッセイ財団 「生き生きシニア活動顕彰」
平成２９年度顕彰決定団体一覧
（都道府県名/団体名/活動内容）
悠・悠クラブ
ボランティアサークル・サンキューの会
平川おもちゃ病院
ボランティアむつの会
地域社会参加活動福祉ボランティア「めんだりカッチャ」
青森県
赤川親睦会
むがしっこ語る会「ゆきん子」
ＮＰＯ法人「つがる夢庭志仙会」
大野婦人会
岩手県
こはくのまちの保健室
南町長寿会
境山老人クラブ要会
竹の会
宮城県
横森親和町内ボランティア会
絆１０期会
いきいき学園大崎校１６期会
大住小安全パトロール隊
追分西北老人クラブ
あきたスペースクラブ
秋田県
南沢部落会
落合町内会
福祉・介護サポートＮＰＯかがやきネット
山形市防犯協会 金井支部
山形県
天童温泉町内子ども見守る隊
第一小学校子ども見守り隊
坂下地区子ども見守り隊
ぐるっと湖南・伝承会
福島県
三春小学校子供見守り隊（荒町分会）
岩江っ子見守り隊
夏井小子ども見守り隊
ハーモニーの会
北茨城野草サークル
郷中さとの会
茨城県
鹿嶋リハビリ体操指導士会
高萩市シルバーリハビリ体操指導士会
ひだまりの会
野崎東町自治会長寿会
薄葉第２いきいきクラブ
栃木県 寺渡戸永楽会
光陽台シニアクラブ
宇都宮更生保護女性会
富岡市傾聴ボランティア「こころの会」
群馬県
朗読と話し方クッションの会
グループ〝ゆう〟
特定非営利活動法人やしおぬくもりネット
不登校の子どもを持つ親の会 ムーミンの会
埼玉県
ふれ愛フレッシュ
お達者クラブ
大林梅寿会
ＮＰＯ法人学区安全サポートクラブ
尾崎・子供を守る会
千葉県
富里市北部民生委員児童委員協議会
ＮＰＯ法人市民助け合いネット
介護予防サポート隊
神奈川県
グリーンフレンド
大広田寿クラブ
三条市中新百寿会
新潟県
松寿会
希望が丘三四会
読み聞かせボランティア“ピノキオ”
町なみを考える藤グループ
りんどうの会
富山県
ＮＰＯ法人富山の名水を守る会
新川相撲甚句会
立山おはなしの会
諸岡健康サロン
傾聴ボランティアかが
おっちゃ家
石川県
介護者交流会
クラブ悠々
読み語りグループ「紙ふうせん」
北海道

高齢者向けサロン
その他地域づくり活動
その他児童・少年の健全育成活動
その他高齢者支援活動
その他地域づくり活動
高齢者向けサロン
伝承芸能の継承
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
その他高齢者支援活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他高齢者支援活動
その他高齢者支援活動
その他高齢者支援活動
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
その他児童・少年の健全育成活動
障がい者支援活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
訪問ボランティア
環境保全・グリーンツーリズム活動
環境保全・グリーンツーリズム活動
健康増進活動
健康増進活動
障がい者支援活動
高齢者向けサロン
健康増進活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他児童・少年の健全育成活動
訪問ボランティア
その他児童・少年の健全育成活動
伝承芸能の継承
その他児童・少年の健全育成活動
青年自立支援活動
その他高齢者支援活動
その他高齢者支援活動
その他高齢者支援活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
高齢者向けサロン
その他高齢者支援活動
健康増進活動
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
環境保全・グリーンツーリズム活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他児童・少年の健全育成活動
その他地域づくり活動
障がい者支援活動
環境保全・グリーンツーリズム活動
伝承芸能の継承
その他児童・少年の健全育成活動
高齢者向けサロン
訪問ボランティア
高齢者向けサロン
その他高齢者支援活動
高齢者向けサロン
その他児童・少年の健全育成活動

ニッセイ財団 「生き生きシニア活動顕彰」
平成２９年度顕彰決定団体一覧
（都道府県名/団体名/活動内容）
福井県青少年育成アドバイザー協議会
その他児童・少年の健全育成活動
ボランティアグループ憩
訪問ボランティア
チャレンジ塾福井絵本くらぶ
訪問ボランティア
福井県
おったやすらぎ会
その他高齢者支援活動
佐分利見守り隊
登下校時の見守り活動
のうねっ子見守り隊
登下校時の見守り活動
富士吉田市グラウンド・ゴルフ協会
健康増進活動
山梨県 ゆにっとすまいる
訪問ボランティア
あったかおうちカフェの会
その他地域づくり活動
富士見台自治会ボランティア「どんぐりの会」
その他地域づくり活動
信州なでしこ隊
高齢者向けサロン
池田町バラ愛好会
その他地域づくり活動
長野県
シニア東会
環境保全・グリーンツーリズム活動
笑顔つないで
その他児童・少年の健全育成活動
千曲市観光ボランティア「楽知会」
その他地域づくり活動
五感健康法推進員連絡会
その他高齢者支援活動
芥見東まちづくり協議会
その他地域づくり活動
ロイヤルコート寺田 ペットボトルキャップ隊
環境保全・グリーンツーリズム活動
岐阜県
中津川市老人クラブ連合会 付知地区老人クラブ連合会
登下校時の見守り活動
ボランティアウヌマ
その他地域づくり活動
ボランタリーハウスはなみずき
高齢者向けサロン
住吉ささえたい
その他高齢者支援活動
愛知県 健康づくり助っと隊
健康増進活動
「おおぶの民話」電子紙芝居実演グループ（お山の杉の子）
訪問ボランティア
すずかけサロン
高齢者向けサロン
加太地区まちづくり協議会 安心・安全部会（自主防犯委員会） 登下校時の見守り活動
朝日町縄生老人クラブ（白寿会）
その他高齢者支援活動
三重県
二本松寿会
その他地域づくり活動
赤目地区老人クラブ協議会
その他児童・少年の健全育成活動
富貴ヶ丘老人クラブ 富貴の会
登下校時の見守り活動
高齢者給食ボランティア キャロット
その他高齢者支援活動
レイカ湖南剪定会
環境保全・グリーンツーリズム活動
湖南市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 子どもとのふれあいボランティア「こなんっこ」
その他児童・少年の健全育成活動
滋賀県
草津市老人クラブ連合会
健康増進活動
湖南市老人クラブ連合会
その他高齢者支援活動
しものごっこ あつまれ こどものひろば
その他児童・少年の健全育成活動
非行防止対策チーム「紫陽花隊」
その他地域づくり活動
京都府 中京平安レディース
登下校時の見守り活動
長岡あじわう会
その他高齢者支援活動
ＳＡとよなか
その他地域づくり活動
「アクティブＳ-プラス」
その他高齢者支援活動
シルバーアドバイザー箕面・豊能
その他地域づくり活動
大阪府
シルバーアドバイザー四條畷
その他地域づくり活動
シルバーアドバイサーはびきの
その他地域づくり活動
シルバーアドバイザー藤井寺
その他高齢者支援活動
特定非営利活動法人 ユニバーサル・スポーツ振興協会
青年自立支援活動
兵庫県
播磨蕎麦の会
その他地域づくり活動
尺土寿幸会
その他地域づくり活動
朗読ボランティア青い鳥
その他高齢者支援活動
三郷町 老人クラブ 東信貴ケ丘 福寿会
健康増進活動
奈良県
柿の里クラブ
その他高齢者支援活動
天理市川原城町 長寿会
高齢者向けサロン
石上町南長寿会
高齢者向けサロン
芳養ふれあい教室実行委員会
居場所づくり
和歌山シニアエクササイズ一期会
健康増進活動
ひまわりクラブ
健康増進活動
和歌山県
グリーンライフシニアわかやま
高齢者向けサロン
ふれあいサロンげんき会
高齢者向けサロン
橋本市更生保護女性会 橋本分会
その他児童・少年の健全育成活動
牛戸部落老人会グラウンドゴルフ同好会
環境保全・グリーンツーリズム活動
郡家東区見まもり隊
登下校時の見守り活動
鳥取県
カフェ梅や
高齢者向けサロン
特定非営利活動法人まちづくりネット
高齢者向けサロン
古江寿会クラブ連合会 朝日ヶ丘シニアクラブ
登下校時の見守り活動
島根県 金城自治区防犯パトロール隊
登下校時の見守り活動
江津市連合婦人会
その他地域づくり活動
福田学区青色パトロール隊
登下校時の見守り活動
長尾駐在所地域安全推進パトロール隊
登下校時の見守り活動
岡山県 旭操学区旭操セーフティーズ
登下校時の見守り活動
岡山南交通警察協助員会
登下校時の見守り活動
津山交通警察協助員会
登下校時の見守り活動

ニッセイ財団 「生き生きシニア活動顕彰」
平成２９年度顕彰決定団体一覧
（都道府県名/団体名/活動内容）
広島県

山口県

徳島県

香川県

よもそろガールズ向島
政畝永寿会
大井ふる里愛好会
こおろぎ塾
ご近所福祉サロン 東割ともだちの輪
東岐波里海再生の会
真長田見守りボランティア
明治西（むつみ会）老人クラブ
池南六寿会
国府第一福寿クラブ
徳島県シルバー大学校大学院ＯＢ会
南沖洲あけぼの会
徳島県牟岐町老人クラブ連合会
室新町双葉会
花能会
仁尾油絵同好会
岡田長生会

その他地域づくり活動
その他高齢者支援活動
その他地域づくり活動
その他高齢者支援活動
高齢者向けサロン
環境保全・グリーンツーリズム活動
登下校時の見守り活動
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
高齢者向けサロン
その他児童・少年の健全育成活動
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
その他地域づくり活動
訪問ボランティア
その他地域づくり活動
その他高齢者支援活動

げんき会

訪問ボランティア

やろう会
庄内小学校 読み聞かせ・百人一首ボランティア
白井歌声喫茶グループ
施設ボランティア そよ風
愛媛県
白百合会
手話サークル内の子
市民ボランティアガイド 八幡濱みてみん會
東部タウンポリス平田パトロール隊
城西地区補導委員会
高知県
ムーンポリス大月
中筋タウンポリス
北野町在宅介護者家族の会「若芽会」
片島地区花の会
羽犬塚元気たい
福岡県
田川点訳サークル「コスモス」
２，００１ヒビッキー
北九州再発見ミャンマー学校支援
特定非営利活動法人 ＮＰＯ栄町地域づくり会
基山町１２区防犯パトロール隊
佐賀県 陶都有田自主防犯ボランティア団体連合会
ひじり琴好会
永松区青少年育成区民会議
特定非営利活動法人つなぐつながるさくらんぼ
長崎県 太田和子ども見守り隊
太田和農業体験応援隊
助丸区花菖蒲愛好会
熊本県 伝統を伝える会
亀甲東自治会
とみく寝ちょられん会
大分県 傾聴３３会
法花寺里山保全会
リベラル一ツ葉 さんさんクラブ
暮しの御用聞き
八重の会
宮崎県
都城市菖蒲原防犯協会
妻ケ丘地区 子育てサロン にじ
さどわら新鮮組実行委員会
なかよしパソコンお絵かきクラブ
読み聞かせの会「たけとんぼ」
温泉場西長寿会
鹿児島県
大浦げんき会
原元気会
名水のむらジッキョ、自立・創造委員会
ナハがんじゅう会
平野いきいき会
沖縄県 明石一本松クラブ
舞乃道研究会
パナパナ会

高齢者向けサロン
その他児童・少年の健全育成活動
その他高齢者支援活動
その他高齢者支援活動
訪問ボランティア
障がい者支援活動
その他地域づくり活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
その他高齢者支援活動
環境保全・グリーンツーリズム活動
その他児童・少年の健全育成活動
障がい者支援活動
その他高齢者支援活動
その他地域づくり活動
その他高齢者支援活動
登下校時の見守り活動
登下校時の見守り活動
訪問ボランティア
その他児童・少年の健全育成活動
その他児童・少年の健全育成活動
登下校時の見守り活動
その他児童・少年の健全育成活動
その他地域づくり活動
その他児童・少年の健全育成活動
伝承芸能の継承
健康増進活動
訪問ボランティア
環境保全・グリーンツーリズム活動
その他高齢者支援活動
訪問ボランティア
訪問ボランティア
その他地域づくり活動
その他児童・少年の健全育成活動
その他児童・少年の健全育成活動
その他児童・少年の健全育成活動
その他高齢者支援活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
健康増進活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動
その他地域づくり活動

