
都道府県 団体・グループ名 活動名称
金額

（千円）

1 北海道 くしろ高齢者劇団
地域のお年寄りと高齢者劇団の交流事業　「二人三脚」
（仮題）　公演

300

2 北海道 札幌おやこ面会交流の会 平成２５年度　講演会および意見交換会の開催 130

3 青森県 平川おもちゃ病院
平川おもちゃ病院の定例開院（毎月１回）と出張修理等の
事業

150

4 宮城県 豊かに老いる会 復興支援”ふれあいコンサート” 290

5 宮城県 牡鹿クリーンプロジェクト 牡鹿クリーンプロジェクト 240

6 栃木県 紙芝居ねんりん２９の会 ボランティア活動に於ける民話調紙芝居劇の上演 300

7 埼玉県 一般社団法人　地域公益推進機構 高齢者慰問コンサート『あの日、あの頃、思い出めぐり』 300

8 千葉県 おゆみの道　緑とせせらぎの会 おゆみの道再生事業 300

9 千葉県 チーム　麦畑 高齢者福祉施設の友愛訪問ボランティア「チーム麦畑」 100

10 千葉県 特定非営利活動法人　アイギス
団地内及び近隣の高齢者、特に1人住まいの男性が入れるよ
うなサロンの運営

300

11 東京都 みたか・みんなの広場運営協議会
みたか・みんなの広場：市民によるコミュニティカフェと
講座サロン

300

12 東京都 ＦＵＣＨＵ　デイゴの会 地域にパワーを！子どもに夢を！子ども体験活動 300

13 東京都 文京音訳講習ＯＢ会
視覚困難者のために本や雑誌類を朗読・音訳するボラン
ティア活動

170

14 東京都 あだち団塊ネットサエラ 元気な高齢者をより元気にするプロジェクト 300

15 東京都 コミニティサロン「アットホームはぎ」 元気高齢者の力と経験を活かした地域の交流サロンの運営 300

16 東京都 市民後見を考える会 寸劇と解説を通した成年後見制度の普及啓発 300

17 東京都 町田福祉レクリエーション研究会 「Ｇｏ　Ｇｏ！ボランティア養成講座」事業 210

18 東京都 ＮＰＯ法人多摩サロン
”シルバー力”による”シルバー力”のための
簡単ＨＰ作成講座

190

19 東京都 特定非営利活動法人はっぴ－らいふ シルバーの腕を活かすコミュニティカフェの開設 300

20 新潟県 山志の会 里山の登山道整備 300

21 新潟県 胎内市音声訳　ひわの会
広報等の情報を音声化し、視覚障がい者にテープ・ＣＤで
提供する。

200

22 新潟県 亀田ささえあいの会
高齢者配食サービスの質的向上と福祉ネットワークの構築
を目指して

300

23 富山県 おもちゃ病院（イミズ）
シニアの特技で子供たちの壊れた「おもちゃ」を元気にし
ます。

50

24 石川県 スマイルばあちゃん　元気隊 コミュニティカフェ　ちいママ　喫茶　「おはようさん」 300

25 福井県 山王獅子の会 「山王獅子舞」を通して地域高齢者支援事業 150

26 岐阜県 「水と街道」東濃西部会
散策や水遊び等の出来る川づくりをめざして
「生田川遊砂工公園」の再生活動

150

27 静岡県 おやじサロン　ぎゃるそん
団塊世代おやじによる、
料理を通した地域の高齢者の居場所作り活動

140

28 静岡県 似顔絵・ウフフ 地域の高齢者施設や町内の老人会訪問と似顔絵描き活動 100

29 静岡県 ＮＰＯ法人　市民農業の会
市民農業による農業振興のための「農業フォーラム＆市民
農業祭」の開催

300

30 愛知県
吉良町防災サポート赤馬・防災まちづくり
シルバー力隊

防災まちづくりの推進＜防災モデル地区づくり＞ 300

31 愛知県 ひいらぎ会
障がい児（者）の機能訓練や心身の健全な育成に役立つよ
う布のおもちゃを手作りで作製

40

32 愛知県 協力し和を奏でる／チ－ム協奏
定年後の１０万時間・・・「男の居場所づくり」塾　～協
奏から地域へ！

250

33 三重県 お話宅配便「すきっぷ」 小学校、福祉施設に出向いての朗読会の開催 250
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34 滋賀県 お・かめ お・かめ 100

35 滋賀県 余呉地域づくり応援隊 地域循環型移動販売事業 300

36 京都府 特定非営利活動法人　花パソ
タブレットでつなぐ仲間づくり・世代間交流とＩＣＴへの
第一歩

290

37 京都府 ふれあいホットサロン"ともしび” コラボネット宇治　ふれあいホットサロン　”ともしび” 30

38 京都府 槇島ホットサロン
高齢者・障がい者（高齢）の知識・経験を活かすサロン事
業

70

39 京都府 ＨＯＴふれあいサロン巨椋 髙令者福祉支援事業 80

40 京都府 長岡京市ふるさとガイどの会 「冬休み子供民話大会」 280

41 京都府
里山的暮らし　ＥＣＯ　ＴＡＳＫ　ＴＥＡ
Ｍ

「里山であそぶ、里山とあそぶ」 300

42 京都府 琴和会 トウテイランとイソスミレの花つくりと栽培 300

43 大阪府 ほっと吹田 「シニアがシニアを支える地域社会」 140

44 大阪府
ＮＰＯ法人　大阪府北部コミュニティカ
レッジ

大阪府同行援護従業者養成研修事業（一般課程） 300

45 大阪府 大阪ＹＷＣＡ千里配食グループ 死生観を考える講座の実施と、配食サービスの継続 200

46 兵庫県 そのだ聞き書き隊 『聞き書き』の文化を宣揚！ 240

47 兵庫県 子育て支援ボランティア　もこもこ １０周年記念行事 30

48 兵庫県 神戸ＹＪＢ 地域の高齢者や子どもを対象にしたクラフトや文化講座 200

49 兵庫県
特定非営利活動法人
ウェルビーイング・アミーゴ

「笑顔プロジェクト」あなたの家に出かけます！癒しの出
前芸能隊

300

50 兵庫県
子育て支援にこにこいっぱい大きく育てよ
う

にこにこいっぱい心に残る一日を作ろう 50

51 兵庫県 神戸学園都市高塚山を愛する会 ヒロコバ丘の森づくり 300

52 奈良県 奈良県ニュースポーツ協会 ニュースポーツ指導者養成講座 260

53 和歌山県 健康生きがいづくり一座
ふれあい交流事業
「お年寄りだって明確な目的があれば元気になれる」

260

54 鳥取県 寿一座 「皿回しを通して、地域に笑顔と元気を届けたい」 90

55 岡山県 後見おかやま
「成年後見制度」の理解を深めていただくための
サロンの開催

150

56 広島県 さえきふれ愛グループ 高齢者による、高齢者への日常生活支援活動の展開 120

57 広島県 五日市音訳グループ
視覚障害者に提供するディジー図書制作と、
普及への取り組み

180

58 山口県 光紙芝居
地域のお話「紙芝居とカルタ」で、楽しくふるさと再発
見！

200

59 高知県 地域交流・かんのん舎 高齢者と子ども達による炭焼き 300

60 福岡県 声のボランティアサークル「ひまわり」
視覚障害者のための音声訳
・・・デジタル化をめざして特別研修

300

61 佐賀県 子個老癒し隊 いい話には乗らないで、ただより高かもんはなか！ 300

62 佐賀県 ＰＣネット小城 「友活・終活で豊かなシニアライフ」事業 300

63 大分県
津久見市民図書館ボランティア「たんぽ
ぽ」

館内でおとぎの広場と名称し第二、第四土曜日に読み聞か
せを行う。

150

64 沖縄県 ゆんたく花　会 ゆんたく憩いの広場づくり 300
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