
令和2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
 実施年
回数
（回）

 参加延
人数
（人）

補助金交付
確定額（円）

1 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、ウォーキング、ジョギング 33 621 ¥83,020

2 塚田重陽気功クラブ 代島　正一 塚田公民館 重陽気功 16 148 ¥9,480

3 エバーグリーン会 大野　一英 前貝塚町イトーピア自治会館 菜の花体操、ストレッチ 64 394 ¥24,890

4 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、呼吸法 13 176 ¥23,352

5 ダンスサークル「愛」 大利　益三 薬円台公民館 ストレッチ 27 433 ¥54,388

6 法典太極拳 直井　和子 法典公民館 太極拳 27 372 ¥47,796

7 行田ヨガ同好会 山本　淑子 行田住宅管理組合集会所 ヨガ 22 230 ¥54,397

8 松が丘太極拳同好会 多田　冨士男 松が丘公民館 太極拳 27 446 ¥81,133

9 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 24 396 ¥44,912

10 三田太極拳クラブ 近藤　秀夫 三田公民館 太極拳 25 312 ¥65,184

11 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 29 344 ¥66,121

12 八木が谷フレンド 髙橋　なおみ 八木が谷公民館 ストレッチ、シニア体操 25 278 ¥76,740

13 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 22 320 ¥27,520

14 ダンス美咲会 及川　美智子 三咲公民館 ストレッチ、ダンス 25 317 ¥48,161

15 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 25 195 ¥43,898

16 太極拳スタディ・クラブ 土谷　明彦 高根台公民館 太極拳、気功 26 342 ¥73,707



団体名 代表者名 会場名 活動内容
 実施年
回数
（回）

 参加延
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（人）

補助金交付
確定額（円）

17 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、ラジオ体操、ウォーキング 30 517 ¥68,012

18 コスモス・スポーツクラブ 淀瀬　幸子 習志野台公民館等 健康体操、ストレッチ 25 299 ¥54,768

19 東部健康スタディクラブ 土井　浩之 東部公民館 太極拳、気功、ストレッチ 25 177 ¥57,548

20 自彊術前原教室 外山　千江 海松台会館 自彊術 26 249 ¥10,400

21 吹き矢de健康習志野台 菊池　セツ子 習志野台公民館 みんなの体操、てんとうむし体操 19 210 ¥37,604

22 中山太極拳クラブ 大澤　君枝 西部公民館 太極拳 27 212 ¥29,656

23 海老が作ストレッチ＆ダンス 内藤　みさ子 海老が作公民館 ストレッチ、筋トレ 25 286 ¥71,453

24 二和太極拳サークル 篠崎　庄人 二和公民館 太極拳 27 382 ¥83,336

25 リズム＆ストレッチクラブ 伊藤　紀子 松が丘公民館 リズム体操、ストレッチ 26 831 ¥45,436

26 シルバーエアロビクス 総根　トキ子 緑台管理事務所大ホール ストレッチ、筋トレ 39 389 ¥36,800

27 太極拳ニイハオ 藤咲　克己 海老が作公民館 太極拳 24 391 ¥59,840

28 J&J健康体操の会 内藤　美佐枝 高根公民館 ラジオ体操、ストレッチ 13 140 ¥45,932

29 すこやかピラティス 加藤　恵子 三咲公民館 筋力アップ体操 25 301 ¥23,056

30 はずみ健康体操 浅田　美恵子 習志野台公民館・蔵スタジオ ストレッチ、筋トレ 24 389 ¥95,557

31 GM２ストレッチ 石井　豊子 松が丘公民館 ストレッチ、筋トレ 25 302 ¥53,196

32 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 20 329 ¥71,616

33 中国健康体操クラブ 川崎　光子 北部公民館 練功十八法 28 575 ¥88,768
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34 太極拳・練功サークル 近藤　眞佐 塚田公民館 太極拳、練功十八法 25 423 ¥58,452

35 習志野台二丁目高齢者健康体操クラブ 阿部　武 習志野台二丁目会館 ラジオ体操、口腔体操、ストレッチ 29 546 ¥54,082

36 健康太極拳同好会 海老原　成江 習志野台公民館 太極拳 23 195 ¥24,144

37 吹き矢de健康海老が作 髙沢　重夫 海老が作公民館 練功 11 112 ¥20,516

38 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 26 229 ¥30,072

39 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 33 277 ¥89,257

40 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 17 293 ¥19,716

41 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 24 391 ¥53,404

42 八木が谷ストレッチ＆ジャズダンス 前川　淳子 八木が谷公民館 ストレッチ、リズム体操・筋トレ 25 275 ¥66,008

43 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 25 303 ¥66,059

44 アートマン駿河台ヨガクラブ 曽根　俊恵 駿河台町会会館 ヨガ、3Q体操 23 196 ¥48,640

45 すずの木体操クラブ 岡村　淑江 個人宅・公園 練功十八法 31 426 ¥31,923

46 津田沼太極拳 賀山　静子 東部公民館 太極拳 25 259 ¥54,012

47 葛飾ヨガの会 岡　健體 葛飾公民館 ヨガ 23 349 ¥61,479

48 海神重陽気功サークル 滝沢　壽樹 海神公民館 重陽気功 12 109 ¥6,308

49 三山太極拳サークル 土橋　美江 船橋市三山市民センター 太極拳 29 258 ¥100,000

50 ヨガ体操　ひまわり 飯塚　妙子 南高根自治会館 菜の花体操、ヨガ 19 165 ¥18,530
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51 自彊術中台教室 佐藤　律子 アルビス前原１２号棟集会所 自彊術 20 153 ¥4,608

52 北一ヨガ教室 桜井　貴子 海神４・５丁目自治会館 菜の花体操、ヨガ 27 224 ¥32,000

53 高根太極拳クラブ 東　洋 高根公民館 太極拳 28 304 ¥61,784

54 虹の会 則松　美惠子 南高根自治会館 菜の花体操、太極拳、３Ｑ体操 16 173 ¥16,136

55 アフタービート三咲 諸岡　孝子 三咲公民館 ストレッチ、筋トレ、リズム体操 25 278 ¥42,352

56 三咲太極拳同好会 山下　聰 三咲公民館 太極拳 26 386 ¥63,331

57 宮本アフタービートの会 松田　利奈 宮本公民館 ストレッチ、筋トレ 15 236 ¥43,109

58 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 23 353 ¥50,386

59 シルバーエアロビクス　ひまわり 平川　とし子 葛飾公民館・行田公園 ストレッチ、筋トレ、エアロビクス 25 399 ¥47,564

60 塚田健康リラックス体操 水谷　廣 塚田公民館 ストレッチ、筋トレ 25 391 ¥40,967

61 スポーツ吹き矢津田沼 大饗　美行 東部公民館 ふなばしシルバーリハビリ体操、吹き矢 12 76 ¥14,320

62 葛飾太極拳クラブ 伊藤　茂 葛飾公民館 太極拳、練功 26 310 ¥55,644

63 前原太極拳クラブ 下川　房子 東部公民館 太極拳、気功 24 238 ¥67,610

64 芙容会（踊りと体操） 川﨑　マサ子 西高根町会会館 ラジオ体操、健康体操 32 241 ¥34,528

65 すみれ体操クラブ 松丸　久美子 中央公民館 ストレッチ、筋トレ 24 249 ¥38,740

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。


