
令和元年度　アクティブシニア介護予防補助金活用団体一覧

団体名  代表者名  会場名 活動内容
年活動
回数
（回）

参加延
人数
（人）

補助金交付
確定額（円）

1 NPO法人船橋ウォーキング・ソサイエティ  佐藤　ヒロ子  行田公園・法典公民館 ストレッチ、筋トレ、ウォーキング 53 1,076 ¥54,592

2 行田ヨガ同好会  山本　淑子  行田住宅管理組合集会所 ヨガ 44 536 ¥100,000

3 ダンスサークル「愛」  大利　益三  薬円台公民館 ストレッチ、ダンス 46 692 ¥80,020

4 三田トリムクラブ  清野　数子  三田公民館 ストレッチ、筋トレ、脳トレ 41 792 ¥100,000

5 吹き矢ｄｅ健康高根台  松元　伸夫  高根台公民館 ラジオ体操、筋トレ、吹き矢 68 908 ¥96,568

6 芙容会（踊りと体操）  川﨑　マサ子  西高根町会会館 健康体操、踊り 47 402 ¥43,672

7 習志野台二丁目高齢者健康体操クラブ  阿部　武  習志野台二丁目町会会館 健康体操、ストレッチ 44 865 ¥88,081

8 八木が谷太極拳同好会  内藤　久寛  八木が谷公民館 太極拳 43 553 ¥73,919

9 ピンポン体操三浦  三浦　仁  みやぎ台自治会館 ラジオ体操、ストレッチ、卓球 51 605 ¥100,000

10 エバーグリーン会  有馬　俊一郎  前貝塚町イトーピア自治会館 菜の花体操、ストレッチ 87 540 ¥29,084

11 自彊術　前原教室  外山　千江  海松台会館 自彊術 44 420 ¥17,600

12 太極拳ニイハオ  大岩　洋幸  海老が作公民館 太極拳 44 758 ¥100,000

13 コスモス・スポーツクラブ  伊東　圭子  習志野台公民館等 健康体操、ストレッチ 44 724 ¥81,040

14 ストレッチ＆ウォーキングサークル  木村　芳憲  法典公民館 ストレッチ、ウォーキング 43 657 ¥71,411

15 中国健康体操クラブ  川崎　光子  北部公民館 練功十八法、ストレッチ 43 834 ¥100,000

16 法典太極拳  熊谷　慶子  法典公民館 太極拳 45 571 ¥59,128
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年活動
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確定額（円）

17 中山太極拳クラブ  大澤　君枝  西部公民館 太極拳 43 368 ¥63,547

18 松が丘太極拳同好会  松井　清一  松が丘公民館 太極拳 43 616 ¥93,286

19 八木が谷ストレッチ＆ジャズダンス  川原　友子  八木が谷公民館 ストレッチ、筋力アップ体操 45 513 ¥92,865

20 三田太極拳クラブ  近藤　秀夫  三田公民館 太極拳 46 549 ¥96,747

21 新髙根ダンス同好会  上野　哲夫  新高根公民館
ふなばしシルバーリハビリ体操、ダン
ス

42 475 ¥61,496

22 さわやかストレッチ  塩田　高志  葛飾公民館 ストレッチ、筋トレ 45 418 ¥52,216

23 ありんこジョギング＆ウォーキングクラブ  田中　茂治  三田公民館 ストレッチ、筋トレ、ジョギング 45 777 ¥100,000

24 すずの木体操クラブ  岡村　淑江  個人宅（前原東5丁目） 練功十八法、ストレッチ 44 639 ¥58,836

25 高根太極拳クラブ  東　洋  高根公民館 太極拳 42 416 ¥75,265

26 八木が谷フレンド  髙橋　なおみ  八木が谷公民館等 ストレッチ、シニア体操 45 492 ¥99,659

27 健康太極拳同好会  海老原　成江  習志野台公民館 太極拳 44 602 ¥51,532

28 津田沼太極拳  賀山　静子  東部公民館 太極拳 43 490 ¥77,572

29 ロコモ体操  小髙　文江  法典中央町会会館 ストレッチ、筋トレ、脳トレ 44 430 ¥100,000

30 太極拳・練功サークル  鈴木　英子  塚田公民館 太極拳 44 684 ¥87,384

31 さざんかダンスサークル  山本　侑民  二和公民館 ストレッチ、ダンス 46 913 ¥100,000

32 土曜サーキットクラブ  久保　邦子  三咲台自治会館 ストレッチ、筋トレ 43 601 ¥80,749
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33 太極拳スタディ・クラブ  金井　君行  高根台公民館等 太極拳 42 791 ¥99,970

34 フラワートップ  鈴木　淳子  北部公民館等 ストレッチ、社交ダンス 49 743 ¥76,022

35 みつしばフレッシュ健康体操クラブ  豊島　哲子  飯山満公民館 ストレッチ、筋トレ 40 660 ¥77,765

36 高野台エクササイズ  佐藤　愼一  高野台自治会館 ふなばしシルバーリハビリ体操 44 1,270 ¥18,943

37 夏見気功サークル  尾﨑　広治  夏見公民館 気功、3Q体操 42 494 ¥46,576

38 J&J健康体操の会  徳永　みさ枝  高根公民館 ラジオ体操、ストレッチ 43 507 ¥100,000

39 東部健康スタディクラブ  土井　浩之  東部公民館等 太極拳 50 397 ¥94,792

40 リズム＆ストレッチクラブ  砂田　公恵  松が丘公民館 ストレッチ、筋トレ 42 1,441 ¥59,192

41 新八木いきいきクラブ  石引　達子  新八木が谷自治会館 ふなばしシルバーリハビリ体操 43 684 ¥39,635

42 いずみ会  朝比奈　敏勝  高根木戸近隣公園 太極拳 155 2,116 ¥82,840

43 GM2ストレッチ  守田　邦雄  松が丘公民館 ストレッチ、ダンベル体操等 43 679 ¥80,738

44 葛飾ヨガの会  岡　健體  葛飾公民館 ヨガ 42 507 ¥43,442

45 三咲太極拳同好会  山下　聰  三咲公民館 太極拳 43 812 ¥70,641

46 塚田重陽気功クラブ  西　玲子  塚田公民館 重陽気功 41 433 ¥21,952

47 虹の会  則松　美惠子  南高根自治会館 菜の花体操、ストレッチ 47 470 ¥46,824

48 塚田健康リラックス体操  水谷　廣  塚田公民館等 ストレッチ、筋トレ 45 694 ¥50,412
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49 ヨガ体操　ひまわり  飯塚　妙子  南高根自治会館 ヨガ 47 420 ¥46,888

50 シルバーエアロビクス  近藤　澄子  緑台管理事務所 ストレッチ、エアロビクス 44 618 ¥46,480

51 松が丘ソシアル  高瀬　精一  松が丘公民館 ストレッチ、ダンス 44 125 ¥81,168

52 海老が作太極拳クラブ  横江　紀子  海老が作公民館 太極拳 43 391 ¥41,753

53 葛飾太極拳クラブ  伊藤　茂  葛飾公民館 太極拳 44 663 ¥81,436

54 二和太極拳サークル  篠崎　庄人  二和公民館 太極拳 45 539 ¥84,752

55 ３Ｂ体操　菜の花クラブ  小川　喜美枝  三山市民センター 3B体操、ストレッチ 43 468 ¥100,000

56 二和ジョギングクラブ  久保　輝彦  二和公民館 ストレッチ、ウォーキング 46 566 ¥19,600

57 自彊術ひまわり会  吉田　幸枝  西三会館（前原西3丁目） 自彊術 42 471 ¥51,600

58 ダンス美咲会  及川　美智子  三咲公民館 ストレッチ、ダンス 43 534 ¥62,820

59 松が丘重陽気功サークル  井上　六男  松が丘公民館 重陽気功、３Ｑ体操 43 367 ¥59,187

60 のびのび健康体操  齊藤　桂子  本町東部自治会事務所 ストレッチ、ヨガ 43 436 ¥34,391

61 三山太極拳サークル  土橋　美江  三山市民センター 太極拳 43 528 ¥100,000

62 アフタービート三咲  柳沢　広子  三咲公民館 ストレッチ、筋トレ 42 719 ¥100,000

63 前原太極拳クラブ  下川　房子  東部公民館 太極拳 43 530 ¥79,324

64 アートマン駿河台ヨガクラブ  曽根　俊恵  駿河台自治会館 ヨガ、３Ｑ体操 42 425 ¥99,711
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65 海老が作ストレッチ＆ダンス  豆田　冨美代  海老が作公民館 ストレッチ、筋トレ 42 454 ¥90,870

66 吹き矢de健康習志野台  菊池　セツ子  習志野台公民館
ラジオ体操、てんとうむし体操、吹き
矢

43 576 ¥59,656

67 薬円台ダンス研究会  土屋　賢  薬円台公民館 ストレッチ、社交ダンス 42 451 ¥81,019

68 北一ヨガ教室  桜井　貴子 海神4・5丁目会館 ヨガ 44 469 ¥52,746

69 すみれ体操クラブ  松丸　久美子  中央公民館等 ストレッチ、リズム体操 43 346 ¥68,484

70 新高根ばか面おどり友の会  佐藤　秋雄  新高根公民館 ストレッチ 44 564 ¥50,320

71 生き生き健康体操の会  蛯原　容子  飯山満3丁目町会会館
ふなばしシルバーリハビリ体操、太極
拳

38 627 ¥100,000

72 太極拳さくら会  天野　幸子  アートマンスタジオ 太極拳、気功 48 113 ¥63,621

73 スポーツ吹き矢津田沼  竹田　登子  東部公民館
ふなばしシルバーリハビリ体操、吹き
矢

44 378 ¥35,396

74 葛飾レディース卓球サークル  川口　郁子  葛飾公民館 ストレッチ、筋トレ、卓球 42 617 ¥60,144

注）新型コロナウイルスの影響により、活動自粛期間が生じたため、例年より活動回数が減っている団体もあります。


