
令和3年度　アクティブシニア介護予防補助金申請団体一覧

No 団体名 活動内容 会場名 会場所在地 活動日時
活動

人数（人）
補助金交付
申請額（円）

1 すみれ体操クラブ
ストレッチ・リズム体操・筋
トレ

中央公民館 船橋市本町２－２－５
毎週金曜日
13時15分～14時45分

14 ¥52,553

2 宮本アフタービートの会
ストレッチ・筋トレ・リズム
体操

宮本公民館 船橋市宮本６－１８－１
毎週木曜日
10時～11時30分

18 ¥100,000

3 アートマン駿河台ヨガクラブ ヨガ、３Q体操
東船橋ガーデニア集会
場

船橋市東船橋３－４５
毎週月曜日
13時～14時30分

16 ¥100,000

4 北一ヨガ教室 ヨガ体操
海神４・５丁目自治会
館

船橋市海神４－１８－２
毎週火曜日
10時～11時30分

13 ¥50,457

5 中山太極拳クラブ 太極拳 西部公民館
船橋市本中山１－６－
６

毎週土曜日
9時30分～11時30分

12 ¥65,067

6 ストレッチ＆ウォーキングサークル ストレッチ 法典公民館 船橋市藤原７－３３－７
毎週火曜日
18時30分～20時

16 ¥26,720

7 ハイビスカス健康サークル ストレッチ・フラダンス 法典公民館 船橋市藤原７－３３－７
毎週水曜日
10時～11時30分

11 ¥73,664

8 法典太極拳 太極拳 法典公民館 船橋市藤原７－３３－７
毎週日曜日
9時～12時

15 ¥90,528

9 ヒーリングヨーガの会（水曜日） 筋トレ・ヨガ 法典公民館 船橋市藤原７－３３－７
毎週水曜日
13時15分～14時30分

16 ¥45,592

10 ロコモ体操 ストレッチ・リズム体操 法典公園（グラスポ） 船橋市藤原５－９－１０
毎週月曜日
13時～15時

11 ¥87,513

11 丸山ヨガサークル
ストレッチ・指体操
呼吸法

丸山公民館 船橋市丸山５－１９－６
毎週土曜日
10時～11時30分

15 ¥42,944

12 太極拳・練功サークル 太極拳・練功十八法 塚田公民館
船橋市前貝塚町６０１
－１

毎週水曜日
13時～15時

24 ¥100,000

13 塚田健康リラックス体操 ストレッチ・筋トレ・脳トレ 塚田公民館
船橋市前貝塚町６０１
－１

毎週日曜日
9時30分～11時

27 ¥95,192

14 塚田重陽気功クラブ 重陽気功 塚田公民館
船橋市前貝塚町６０１
－１

毎週火曜日
13時～15時

11 ¥26,544

15 行田ヨガ同好会 ヨガ
行田住宅管理組合集
会所

船橋市行田２－３－９
毎週木曜日
10時～11時45分

11 ¥47,107
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16 葛飾太極拳クラブ 太極拳・練功 葛飾公民館
船橋市西船３－６－２５
－２０１

毎週金曜日
10時～12時

14 ¥91,504

17 葛飾ヨガの会 ヨガ 葛飾公民館
船橋市西船３－６－２５
－２０１

毎週金曜日
10時～12時

18 ¥100,000

18 太極拳スタディ・クラブ 太極拳・気功 高根台公民館
船橋市高根台１－２－
５

毎週水曜日
9時30分～12時

16 ¥97,408

19 吹き矢de健康高根台
ラジオ体操・筋トレ
呼吸法・吹き矢

高根台公民館
船橋市高根台１－２－
５

毎週土曜日
　9時～12時

15 ¥82,704

20 芙蓉会（踊りと体操） ラジオ体操・踊り 高根台公民館
船橋市高根台１－２－
５

毎週木曜日
12時30分～14時40分

10 ¥33,755

21 新髙根ダンス同好会
ふなばしシルバーリハビ
リ体操・ダンス

新高根公民館
船橋市新高根１－１２
－１９

毎週土曜日
12時～15時

16 ¥83,332

22 J&J健康体操の会 ラジオ体操・ストレッチ 高根公民館
船橋市高根町２８８５－
３

毎週水曜日
9時30分～11時30分

12 ¥100,000

23 高根太極拳クラブ 太極拳 高根公民館
船橋市高根町２８８５－
３

毎週水曜日
12時～15時

13 ¥100,000

24 シルバーエアロビクス
ストレッチ・エアロビクス・
筋トレ

緑台管理事務所大
ホール

船橋市緑台２－６－１３
毎週木曜日
10時～11時30分

12 ¥45,520

25 津田沼太極拳 太極拳 東部公民館
船橋市前原西２－２１
－２１

毎週月曜日
9時～12時

13 ¥100,000

26 前原太極拳クラブ 太極拳 東部公民館
船橋市前原西２－２１
－２１

毎週水曜日
15時～17時

25 ¥100,000

27 すずの木体操クラブ
呼吸法・筋トレ・マッサー
ジ

海松台会館等
船橋市前原東５－２６
－６

毎週月・木曜日
9時～10時

30 ¥24,000

28 自彊術前原教室 自彊術 海松台会館
船橋市前原東５－２６
－６

毎週金曜日
9時30分～11時

13 ¥17,600

29 自彊術中台教室 自彊術
アルビス前原１２号棟
集会所

船橋市前原西６－１－
１２

毎週火曜日
18時30分～20時

12 ¥10,368

30
ありんこジョギング＆ウォーキングク
ラブ

ストレッチ・筋トレ・ジョギ
ング・ウォーキング

三田公民館
船橋市田喜野井２－
２４－２

毎週土曜日
9時15分～11時45分

28 ¥100,000

31 三田トリムクラブ ストレッチ・筋トレ・脳トレ 三田公民館
船橋市田喜野井２－
２４－２

毎週金曜日
9時30分～12時

19 ¥100,000
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32 三田太極拳クラブ 太極拳 三田公民館
船橋市田喜野井２－
２４－２

毎週日曜日
15時～18時

21 ¥93,912

33 三山太極拳サークル 太極拳
船橋市三山市民セン
ター

船橋市三山８－１９－１
毎週火曜日
10時～11時30分

15 ¥100,000

34 健康太極拳同好会 太極拳・気功 習志野台公民館
船橋市習志野台５－１
－１

毎週金曜日
10時～11時30分

18 ¥63,600

35 はずみ健康体操 ストレッチ・筋トレ 習志野台公民館
船橋市習志野台５－１
－１

毎週水曜日
13時～14時30分

17 ¥100,000

36 吹き矢de健康習志野台
みんなの体操・てんとうむ
し体操・吹き矢

習志野台公民館
船橋市習志野台５－１
－１

毎週火曜日
9時～12時

11 ¥82,616

37
習志野台二丁目高齢者健康体操ク
ラブ

ラジオ体操・筋トレ
ストレッチ

習志野台二丁目会館
船橋市習志野台２－
１９－１４

毎週木曜日
13時～15時

26 ¥60,560

38 健康太極拳ゲンキ ストレッチ・筋トレ・太極拳 飯山満公民館
船橋市飯山満町１－
９５０－３

毎週金曜日
15時～17時

10 ¥59,124

39 生き生き健康体操の会
ふなばしシルバーリハビ
リ体操

飯山満3丁目町会会館
船橋市飯山満町３－
１４６０－１

毎週金曜日
10時～12時

27 ¥90,272

40 ダンスサークル「愛」 柔軟体操・ダンス 薬円台公民館
船橋市薬円台５－１８
－１

毎週日曜日
18時～21時

24 ¥93,360

41 薬円台ダンス研究会 ストレッチ・ダンス 薬円台公民館
船橋市薬円台５－１８
－１

毎週土曜日
18時～21時

12 ¥100,000

42 中国健康体操クラブ 練功十八法 北部公民館 船橋市豊富町４
毎週金曜日
9時30分～11時

28 ¥100,000

43 フラワートップ
ストレッチ・筋トレ
ダンス

北部公民館 船橋市豊富町４
毎週土曜日
12時～15時

17 ¥76,720

44 さざんかダンスサークル ストレッチ・ダンス 二和公民館
船橋市二和東５－２６
－１

毎週水曜日
12時15分～14時50分

20 ¥100,000

45 二和太極拳サークル 太極拳 二和公民館
船橋市二和東５－２６
－１

毎週日曜日
12時～15時

21 ¥100,000

46 海老が作ストレッチ＆ダンス ストレッチ・筋トレ 海老が作公民館
船橋市大穴南３－１９
－１

毎週水曜日
12時30分～14時00分

12 ¥100,000

47 太極拳ニイハオ 太極拳 海老が作公民館
船橋市大穴南３－１９
－１

毎週木曜日
12時30分～15時

17 ¥100,000
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48 吹き矢de健康海老が作
練功・ラジオ体操
腹式呼吸・吹き矢

海老が作公民館
船橋市大穴南３－１９
－１

毎週月曜日
9時～12時

13 ¥94,864

49 八木が谷ストレッチ＆ジャズダンス
ストレッチ・リズム体操・筋
トレ

八木が谷公民館
船橋市八木が谷２－
１４－６

毎週木曜日
10時～11時30分

11 ¥100,000

50 八木が谷フレンド ストレッチ・シニア体操 八木が谷公民館
船橋市八木が谷２－
１４－６

毎週土曜日
10時～12時

15 ¥100,000

51 ピンポン体操三浦 健康体操・ピンポン みやぎ台自治会館
船橋市八木が谷町３５
－１

毎週木曜日
13時～15時15分

13 ¥80,656

52 高野台エクササイズ
ふなばしシルバーリハビ
リ体操

高野台自治会館
船橋市高野台３－２２
－９

毎週月曜日
10時～11時10分

24 ¥16,153

53 土曜サーキットクラブ
ストレッチ・サーキットト
レーニング・筋トレ

三咲台自治会館
船橋市八木が谷３－
１７－８

毎週土曜日
13時～16時

28 ¥87,360

54 すこやかピラティス
筋力アップ体操
ピラティス

三咲公民館 船橋市三咲３－５－１０
毎週火曜日
15時15分～16時30分

13 ¥31,024

55 三咲太極拳同好会 太極拳 三咲公民館 船橋市三咲３－５－１０
毎週金曜日
9時15分～11時30分

14 ¥100,000

56 松が丘重陽気功サークル 重陽気功・3Q体操 松が丘公民館
船橋市松が丘４－３２
－２

毎週水曜日
13時～14時30分

11 ¥83,035

57 松が丘ソシアル ストレッチ・ダンス 松が丘公民館
船橋市松が丘４－３２
－２

毎週木曜日
12時～14時45分

10 ¥87,824

58 松が丘太極拳同好会 太極拳 松が丘公民館
船橋市松が丘４－３２
－２

毎週火曜日
12時～15時

21 ¥100,000

59 リズム＆ストレッチクラブ リズム体操・ストレッチ 松が丘公民館
船橋市松が丘４－３２
－２

毎週火曜日
10時～11時30分

40 ¥91,424

60 GM２ストレッチ マット運動・ウォーキング 松が丘公民館
船橋市松が丘４－３２
－２

毎週木曜日
19時～20時30分

18 ¥99,080


