
ニッセイ財団「生き生きシニア活動顕彰」
２０２２年度顕彰決定団体一覧
（都道府県/団体名/活動内容）

すまいるねっと 健康増進活動

江別市高齢者クラブ連合会 その他地域づくり活動

網走市老人クラブ連合会 その他高齢者支援活動

大野元気シニアクラブ 健康増進活動

西山ボランティアスキークラブ その他児童・少年の健全育成活動

上早瀬１２区見守り隊 登下校時の見守り活動

千厩長生会連合会 登下校時の見守り活動

花巻市老人クラブ連合会東和支部 健康増進活動

南小梨老友会 健康増進活動

北小梨老人クラブ その他高齢者支援活動

小梨天寿会 その他高齢者支援活動

八幡福寿会 登下校時の見守り活動

開北みどり会 高齢者の居場所（サロン）づくり

八沢さわやかクラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

たてやま安全安心見守り隊 登下校時の見守り活動

宮城いきいき学園仙南校「ふたみ会」 環境美化・清掃・環境保護活動

宮城いきいき学園気仙沼・本吉校２１期生会 環境美化・清掃・環境保護活動

小坂町中央地区自治会連絡協議会 その他地域づくり活動

城南グリーンクラブ 健康増進活動

山形市防犯協会 千歳支部 登下校時の見守り活動

寒河江市防犯協会 寒河江支部 登下校時の見守り活動

楯岡元気なまちづくり協議会 登下校時の見守り活動

藤崎っ子見守り隊 登下校時の見守り活動

うたごえ喫茶こおりやま 高齢者の居場所（サロン）づくり

釜子小学校子供見守り隊 登下校時の見守り活動

檜枝岐村老人クラブ連合会 登下校時の見守り活動

東どんぐりの会 その他児童・少年の健全育成活動

清水洞の上自然を守る会 環境美化・清掃・環境保護活動

ＮＰＯ法人ひぬま生態系再生プロジェクト 環境美化・清掃・環境保護活動

筑西市いきいきヘルス会 健康増進活動

水戸市シルバーリハビリ体操指導士の会 健康増進活動

特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブ 取手セントラルクラブ 健康増進活動

特定非営利活動法人取手東部わいわいスポーツクラブ 健康増進活動

Ｖ・Ｇ すずめ 児童・少年の居場所づくり

一般社団法人 宇都宮市学童保育センター 児童・少年の居場所づくり

葛生本若会 高齢者の居場所（サロン）づくり

中門ドリームクラブ 健康増進活動

西高野すみれ会 高齢者の居場所（サロン）づくり

緑友会 健康増進活動

群馬県 ベルはなみずき 訪問ボランティア

会梅自治協力会 登下校時の見守り活動

駒形自治会 訪問ボランティア

前地自治会 シニアサポーターチーム 登下校時の見守り活動

サーフベンチャーズ 訪問ボランティア

東狭山ヶ丘地域支え愛の会 その他高齢者支援活動

五丁目こむぎっちちょっくら健康体操 健康増進活動

酒々井町朗読奉仕グループ「虹」 障がい者支援活動

河原塚 ことぶき会 その他高齢者支援活動

メイク松戸ビューティフル 環境美化・清掃・環境保護活動

ＴＯＭＡＣ 訪問ボランティア

平和地区シニアクラブ連合会 登下校時の見守り活動

野田市中途失聴者・難聴者の集い「みみづくの会」 障がい者支援活動

デイサービスキーステーション ボランティアの会 その他地域づくり活動

てんとう虫’84 障がい者支援活動

北区介護予防リーダーの会 その他高齢者支援活動

りぷりんと板橋 友＆愛 その他児童・少年の健全育成活動

特定非営利活動法人 こころの電話 金沢 その他地域づくり活動

望地白寿会 健康増進活動

大津シーハイツ・サポートクラブ その他高齢者支援活動

助け合い粟田 その他高齢者支援活動

岩戸５丁目ふれあいの輪 その他高齢者支援活動

助け合いハイランド３丁目 その他高齢者支援活動

剣詩舞道 都美会 伝承芸能の継承

茶めえ・夜なべの会 その他高齢者支援活動

希望が丘いきいきクラブ 健康増進活動

音声訳虹の会 障がい者支援活動

佐渡山長寿クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

井栗老人クラブ その他高齢者支援活動

富山いきいき脳トレクラブ その他高齢者支援活動

いみず脳トレクラブ 訪問ボランティア

同心軽スポーツクラブ 高齢者の居場所（サロン）づくり

ありがとうグループ 訪問ボランティア

語り部ひまわりの会 その他高齢者支援活動

高岡らっこの会 その他児童・少年の健全育成活動
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サロン出城 高齢者の居場所（サロン）づくり

住吉にこにこ会 高齢者の居場所（サロン）づくり

ズンドコ会 健康増進活動

特定非営利活動法人 福井松下村塾ふるさと留学 障がい者支援活動

池田町老人クラブ ドリームカンパニー 児童・少年の居場所づくり

中番長寿会 高齢者の居場所（サロン）づくり

ゆずり葉の会 その他地域づくり活動

永平寺町健康長寿クラブ連合会 健康増進活動

丸山丸寿会 健康増進活動

牧平せせらぎ会 高齢者の居場所（サロン）づくり

ピンコロクラブ上河東 健康増進活動

中川人形保存会 伝承芸能の継承

開田高原麻織物研究会 その他地域づくり活動

特定非営利活動法人 戸隠森林植物園ボランティアの会 その他地域づくり活動

コールスマイル混声合唱団 その他高齢者支援活動

ドリーム・コンシェル その他児童・少年の健全育成活動

ライフサポートつつみ その他高齢者支援活動

雄飛地区まちづくり委員会 その他地域づくり活動

西大谷千寿クラブ 登下校時の見守り活動

大坂老人クラブ 障がい者支援活動

沼津年金協会 御殿場支部 訪問ボランティア

千枚原　千寿会 環境美化・清掃・環境保護活動

十九首 憩会 環境美化・清掃・環境保護活動

西上老人クラブ西友会 その他児童・少年の健全育成活動

安城市歩け・ランニング運動指導員連絡協議会 健康増進活動

味浜第一長生会 その他地域づくり活動

尾張旭市 山の手シニアクラブさぎ草会 その他地域づくり活動

弥富福祉ハンドメイド その他地域づくり活動

いきいき花クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

ふれ愛サロンの会 高齢者の居場所（サロン）づくり

認定特定非営利活動法人ときわ会 藍ちゃんの家 高齢者の居場所（サロン）づくり

稲生助け愛ネット その他高齢者支援活動

特定非営利活動法人 CTF松阪 障がい者支援活動

大湊町高齢者通所センター「いこい」 高齢者の居場所（サロン）づくり

小修理ボランティア その他高齢者支援活動

楽団わいわい 訪問ボランティア

西武石山団地老人クラブ「西武豊寿会」 高齢者の居場所（サロン）づくり

下鴨子ども見まもり隊 登下校時の見守り活動

下京少年補導委員会 その他児童・少年の健全育成活動

送迎・配食ボランティアグループ やまびこ 障がい者支援活動

リバーサイド みのり会 高齢者の居場所（サロン）づくり

蔵垣内やわらぎ会 環境美化・清掃・環境保護活動

豊川第三老人クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

庄あけぼの会 高齢者の居場所（サロン）づくり

高瀬川自治会老人クラブ 木の実会 登下校時の見守り活動

倉治シニアクラブ さんゆう会 健康増進活動

兵庫県健康生きがいづくり協議会 健康増進活動

宝塚エコネット 環境美化・清掃・環境保護活動

特定非営利活動法人北播磨生活応援団 その他高齢者支援活動

原自治会愛育いきいきサロン 高齢者の居場所（サロン）づくり

揖保町老人クラブ連合会 その他児童・少年の健全育成活動

瑞穂会 環境美化・清掃・環境保護活動

平城県営住宅万年青年クラブ 高齢者の居場所（サロン）づくり

北登会 健康増進活動

矢田山町東長寿会 健康増進活動

肘塚万年青年クラブ 高齢者の居場所（サロン）づくり

當麻牡寿会 登下校時の見守り活動

本町地区地域安全推進員会 登下校時の見守り活動

紀伊シニアエクササイズの会 健康増進活動

梅原南げんきクラブ 健康増進活動

とっとりのお手玉の会 その他児童・少年の健全育成活動

倉吉民踊の会 健康増進活動

倉吉みつぼし盆踊り保存会 伝承芸能の継承

浜田市少年補導委員連絡会　国府支部 その他児童・少年の健全育成活動

別府まめな体操をしよう会 健康増進活動

まめな体操大津地区 健康増進活動

芳明見守り隊 登下校時の見守り活動

阿波地域防災・防犯会 登下校時の見守り活動

ハツピーライフ創造塾 その他高齢者支援活動

上竹ホタルを守る会 環境美化・清掃・環境保護活動

宇山長寿会 環境美化・清掃・環境保護活動

緑ヶ丘喜楽会 環境美化・清掃・環境保護活動

室積老人クラブ連合会８分会（市延老人クラブ） 環境美化・清掃・環境保護活動

周南家庭菜園同好会 高齢者の居場所（サロン）づくり

楢原ゆうあい会 その他地域づくり活動
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北校区防犯交通地安推進会 登下校時の見守り活動

石井中央藤クラブ 手づくりサロン教室 高齢者の居場所（サロン）づくり

加茂野宮友愛クラブ 高齢者の居場所（サロン）づくり

竜王友愛クラブ 健康増進活動

ぎんざ和囲和囲 高齢者の居場所（サロン）づくり

徳島県シルバー大学校鳴門校 ＯＢ連合会 健康増進活動

みの元気塾 高齢者の居場所（サロン）づくり

久米氏老人クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

鴨部地域老人クラブ連合会 健康増進活動

笠田松寿会 その他高齢者支援活動

在宅福祉ボランティア「のぞみ会」 訪問ボランティア

伊予地区精神保健ボランティアグループしおさい 障がい者支援活動

絵手紙 ひまわり 訪問ボランティア

肱川ゲートボール愛好会 健康増進活動

多ノ郷駅前・友和会 環境美化・清掃・環境保護活動

新荘憩いの里 高齢者の居場所（サロン）づくり

薊野西三五クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

みか好き会 その他地域づくり活動

ハッスルの会 訪問ボランティア

原池白秋会 高齢者の居場所（サロン）づくり

健福会 障がい者支援活動

穴生 いちょう会 訪問ボランティア

おたがい様隊 その他高齢者支援活動

花ボラ園芸クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

周望学舎 健康ボランティア会 健康増進活動

陣原地区老人クラブ連合会 環境美化・清掃・環境保護活動

飛梅会 健康増進活動

循誘子ども見守り隊 登下校時の見守り活動

鍋島校区長生会 登下校時の見守り活動

中央区五町寿クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

鹿島市老人クラブ連合会 その他高齢者支援活動

いしなりの森 高齢者の居場所（サロン）づくり

なかしもお助け隊 その他高齢者支援活動

皆んなの寄り場　昭和館 高齢者の居場所（サロン）づくり

熊本市東区長嶺校区老人クラブ連合会 登下校時の見守り活動

嘉島町老人会犬渕高砂クラブ 登下校時の見守り活動

健東レンジャー隊 登下校時の見守り活動

地域の縁がわ「青井さん」ふれあいサロン 高齢者の居場所（サロン）づくり

益城町音声訳ボランティアこまどり 障がい者支援活動

Ｄカフェ青い鳥 高齢者の居場所（サロン）づくり

松原百円カフェｙｕｉ 高齢者の居場所（サロン）づくり

日出町豊岡地区婦人会 登下校時の見守り活動

くらしのサポートセンター東 その他高齢者支援活動

宮崎県 上学ノ木さんさんクラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

中勝老人クラブ（若返り会） 環境美化・清掃・環境保護活動

猪鹿倉桜寿会 その他高齢者支援活動

姶良市白金原自治会 その他地域づくり活動

下平川老人クラブ 環境美化・清掃・環境保護活動

鹿児島市運動普及推進員協議会 健康増進活動

鹿児島県おもちゃ病院連絡協議会 その他地域づくり活動

おもちゃ病院 沖縄那覇 その他児童・少年の健全育成活動

高齢者ささえあい部会 福ふく会 その他高齢者支援活動

あしながおばさんの会 高齢者の居場所（サロン）づくり

上江洲福栄会 健康増進活動

みどり町１・２丁目学習支援「寺子屋」 児童・少年の居場所づくり

新赤道環境美守りの会 環境美化・清掃・環境保護活動
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