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シニア団体情報管理表

【福島県社会福祉協議会】●●●

登録
番号 団体名 市町村名 代表者氏名 連絡先

連絡先所在地
（市町村内）

電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス
発足
年月

会員
数

年齢構
成

対外活動 入会条件 活動内容

1 3 福島短歌研究会 福島市 今野　金哉 会長 今野　金哉 960 8113 福島市旭町1-9 024-534-9609 024-534-9609 Ｓ50.4 30
50～90
歳

実技・技術指導の講師・
指導

年会費　6,000円（月500円）
毎月第１土曜日１３時～１６時の歌会・短歌研究、年１・２回の吟行会。歌会に参
加できない方（特に高齢者の方）には、通信学習も行います。

2 14
二本松フラ愛好会
プルメリア

二本松市 懸田　幸子 会長 懸田　幸子 964 0901 二本松市表1-484-3 0243-22-2941 0243-22-3107 Ｈ13.4 30
60～80
歳

実演、講師指導
１ヶ月の会費　2,500円（うちボランティア費
500円含む）

毎月３回　火・水・金のそれぞれ１・２・３週の午前9：30～12：00　毎月第３土曜日
18：00～21：00
年間のボランティア活動　二本松市内の介護施設訪問　年に約１０回程度
浪江町仮設ボランティアに月１回
年間４～５回交流イベント

3 17 よさこい桃花舞 福島市 高林　利津子 会長 高林　利津子 960 0241
福島市笹谷字桜水
48-10

024-557-5458 024-557-5458 ritsuko-7318666@ezweb.ne.jp H15 10
63～80
歳

実演、講師指導 会費月1,000円

月　午後1：30～3：30　吾妻学習センター分館
金　午後2：00～4：00　清水学習センター分館
時折、老人施設でボランティアでよさこいを披露
よさこい祭りに参加

4 19 萌え木の会 国見町 菅井　昭子 代表 菅井　昭子 969 1741
国見町大字徳江字
北久保32

024-585-4850 024-585-4850 H11.11 15
65～88
歳

実演（発表や披露） なし 昔話・史跡案内・歌・踊り・三味線・大正琴などで施設慰問活動を毎月１回実施

5 20 エレキサウンドの響 福島市 佐藤　正治 代表 佐藤　正治 960 1301 飯野町字原田54-4
090-7931-

7238
024-562-2644

024-562-2654 sato0215@rainbow.plala.or.jp H19.4 10
60～70
歳

実演（発表や披露） なし
エレキギター教室（蓬莱学習センター視聴覚室または分館）
その他各種イベント出演

6 25 福島県木球協会 福島市 新谷　崇一 理事長 新谷　崇一 960 8157
福島市蓬莱町3丁目
3-2

　 　 araya@ads.fukushima-u.ac.jp H12.4 150
50～80
歳

実技・技術指導の講師・
指導

県会費　年2,000円　入会金なし
各市町村、各クラブでそれぞれ会費あり

県協会として、5月（福島市）、7月（いわき市）、10月（南相馬市）で大会を開催
その他各市町村、各クラブで大会を実施

7 26 かやのき学園 桑折町 西丸　勝 団体事務局 969 1661

桑折町大字上郡字
弁慶20-1
桑折町中央公民館
内

024-582-3129 024-582-3104 Ｓ47.4 100
65～84
歳

実演（発表や披露）
町内在住者で65歳以上の男女　年会費
1,000円

全体学習年７回、各地区学習年３回

8 30
福島県簡単手づくり自
分史協会

福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H23.3 30
55～85
歳

実演、講師指導、講演 県内在住　年会費2,000円

・自分の生きた証（足跡）を簡単に書き残す文化の普及
・公民館等の学習講座への講師派遣
・「も・し・もノート」の普及活動－終活（エンディング）の自分史版
・定例会無、各自が普及講師として周囲に広報

9 31
福島市ふれあい
クラブ

福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H21.4 65
60～77
歳

講師指導・講演

クラブの趣旨に賛同するもの
＜福島市への交流人口を拡大することによ
り福島市を元気にすることを第一義とし、そ
のために「おもてなし」ができる市民となるた
め福島市の事について学ぶ必要がある＞

・毎月１回定例会開催…主に福島市の名所旧跡や隠れた名勝等、おもてなしに
際して知っておきたいことをできるだけ現場に足を運び、目と耳など五感を感じ
学ぶことを特徴としている。
・福島市へ避難されている方々に寄り添う活動
お試しでの活動への招待あり

10 32 信夫山振興会 福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H24.5 35
65～80
歳

講演や解説
クラブの趣旨に賛同するものであれば、どな
たでもよい　年会費2,000円

※下記については、基本的に地元との協働
・毎年３月に3.11風化防止に、福島絆マラソン大会開催
・毎年５月に信夫山御神坂・六供六社大蛇祭り開催
・毎年５月に信夫山御神坂・幸福祭り開催
・信夫山御神坂・鳥居平地内に「花木・お花畑」整備
・信夫山御神坂・鳥居平地内に子どもの夢を育む「ツリーハウス」建設…促進中

郵便番号

●●※このシートは、データの入力、変更及び削除のみを行い、次の作業は絶対に行わないこと⇒データ列の削除又は追加及び並べ替え、列名の変更、データのソートなど 2023/2/8 現在
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シニア団体情報管理表

【福島県社会福祉協議会】●●●

登録
番号 団体名 市町村名 代表者氏名 連絡先

連絡先所在地
（市町村内）

電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス
発足
年月

会員
数

年齢構
成

対外活動 入会条件 活動内容郵便番号

11 33 福島市芸能協会 福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp S58.4 1000
50～87
歳

実演、講師指導、講演

市内各地区芸能協会及び福島市に事務所
を有する広域芸能団体及び福島市に避難
されている市町村の芸能団体　地区年会費
5,000円

・福島市芸能祭を主管として企画・出演、運営全般を担当
・故郷福島市ゆかりの民謡及び歌謡の楽曲制作発表
・各地区芸能協会における地区芸能祭の後援
・公民館等及び老人クラブ、女性団体、保育所等への学習講座への講師派遣要
請への対応（目標）

12 34 杉妻芸能協会 福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp S51.1 120
50～87
歳

実演、講師指導、講演
福島市杉妻地区内に事務所を有する芸能
団体及び福島市に避難されている市町村
の芸能団体で希望する団体　年会費500円

・杉妻芸能祭を主催者として企画・出演、運営全般を担当
・所属団体の流派会派の枠を外したいわゆる「部活動」
・地区内及び周辺の老健施設等への芸能ボランティア
・福島駅での「おもてなし」事業への参加

13 35 福島楽々卓球クラブ 福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H21.10 20
50～80
歳

特にない

年齢性別経験不問・どなたでも大歓迎
会場である福島県青少年会館付属体育館
に自力で来られる方で、原則・毎週火・金曜
日、午後１時～３時までの練習会に参加で
きる方。
月会費　1,000円

・福島県青少年会館付属体育館を会場とし、毎週火・金曜日、午後１時～３時ま
での月８回の練習会。夜間については開設検討中。

14 36
福島市ガラス絵美術
協会

福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H18.5 10
50～85
歳

実演、講師指導、講演
年齢性別経験不問・どなたでも大歓迎
年会費　1,000円

・福島市杉妻学習センター、毎月第１土曜日に定例会開催
・７月に東邦銀行本店１階ロビーでガラス絵展開催
・中央地区文化祭・杉妻地区文化祭に出品

15 37

福福福神流どじょうす
くい男踊り塾「福福幸
福会」

福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H25.7 7
67～85
歳

実演（発表や披露）

年齢性別不問・どなたでも大歓迎
月1回、原則第2金曜日の午前１０時～正午
まで、福島市清水学習センター分館（旧公
民館）に来られる方。
年会費　2,400円+α

・杉妻地区芸能祭及び清水地区芸能祭に出演
・福島市芸能祭に出演
・福島駅の「おもてなし」事業への参加

16 38

福福福神流どじょうす
くい男踊り塾「福福招
福会」

福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H25.5 10
61～76
歳

女性限定。女性ならばどなたでも大歓迎。
月１回、第２月曜日の午前１０時～正午ま
で、福島市中央学習センターに来られる
方。
年会費　2,400円+α

・杉妻地区芸能祭及び中央地区文化祭に出演
・福島市芸能祭に出演

17 39
福福福神流どじょうす
くい男踊りの会

福島市 赤間　利晴 会長 赤間　利晴 960 8153
福島市黒岩字八郎
内13-3

024-546-3097 024-546-3097 akama@silver.ocn.ne.jp H22.8 30
56～81
歳

実演、講師指導、講演

老若男女どなたでも大歓迎。月１回、第２月
曜日の午後１時～３時まで、福島市杉妻学
習センター（黒岩地内）に来られる方。
年会費　2,400円+α

・杉妻地区芸能祭及び地区文化祭に出演
・福島市芸能祭に出演
・地区内及び周辺の老健施設等への芸能ボランティア
・福島駅での「おもてなし」事業への参加

19 46 西町寿会うたの会 伊達市 遠藤　美智子 会長 遠藤　美智子 960 0652 保原町西町53-3 024-576-3639 Ｈ5.11 25
73～83
歳

西町寿会会員の方　会費　月500円
毎月第３木曜日　午前１０時～１２時まで
歌を通して地域の活性と交流を図っている

21 52
広瀬流日舞剣舞
広瀬会

福島市 後藤　孝子 家元 　後藤　孝子 960 8157
福島市蓬莱町4-6-
19

024-549-8823 Ｈ27.1 20
10～82
歳

実演、講師指導

入会条件は特にありません。現在の会員は
65歳～82歳で一人暮らしの人や独身の方
が多い会です。人生を楽しく生きようとする
人たち（会員）の集まりです。会費　１ヶ月
1,000円（１ヶ月３回）子どもは無料
現在の会員は蓬莱町、方木田、黒岩、飯
坂、保原、松川、岡部在住の方々です。

毎月１回のボランティア活動

22 56
蓬莱童謡の会
ドロップス

福島市 西尾　太一 会長 　西尾　太一 960 8162
福島市南町50-3-
1007

080-5575-7773 024-545-1157 Ｈ10.4 28
60～85
歳

実演、講演、その他
・主に蓬莱地区在住の方
・会費　月1,000円
・男女、年齢等条件はありません。

１．練習日　毎月第１・３金曜日　午後１時３０分～３時３０分
２．主な行事
（１）発表会（文化祭、オパールコンサート他）
（２）ボランティア（介護施設慰問）
（３）旅行、クリスマス会、ひな祭りなど
※仲良く、楽しくやっています。

●●※このシートは、データの入力、変更及び削除のみを行い、次の作業は絶対に行わないこと⇒データ列の削除又は追加及び並べ替え、列名の変更、データのソートなど 2023/2/8 現在
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シニア団体情報管理表

【福島県社会福祉協議会】●●●

登録
番号 団体名 市町村名 代表者氏名 連絡先

連絡先所在地
（市町村内）

電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス
発足
年月

会員
数

年齢構
成

対外活動 入会条件 活動内容郵便番号

23 57 信夫山研究会 福島市 浦部　博 会長
(株)アド・プロ

ダクション
　浦部　博

960 8012
福島市御山町6－6
－504

024-545-7777 024-545-7888 ura@adpro-group.co.jp Ｈ10.4 53
60～75
歳

年会費　3,000円

定例会 毎月第３火曜日　１８時～１９時30分
福島市清水学習センター本館
・信夫山に関する勉強会
・講師を招いての勉強会など
月１回信夫山探索
信夫山に関する地図、小冊子、パンフレット発行
猫稲荷の再興
福島未来研究会との連携事業
・展望喫茶と信夫山ガイドセンター運営のサポート等
そのほか福島市近郊の観光・史跡訪問、親睦旅行（日帰り）

24 58 蓬莱押し花サークル 福島市 久能　正子 会長 久能　正子 960 8157 福島市蓬莱町4-9-7
090-1933-

5702
024-549-1599

024-549-1599 Ｈ25.11 11
60～75
歳

実技・技術指導の講師・
指導

年会費1,000円　月会費1,500円（１ヶ月３～
４回）
制作材料費　実費

活動日　毎週月曜日（１ヶ月３～４回）
時間　１０時～１３時
内容　庭で咲かせた花や野の花、花束などを押し花にして保管し、はがきやカー
ド、カレンダー、ミニ額、風景画などを製作し、会員同士の交流を図りながら生き
がいづくりをしております。文化祭、展示会を行い地域参加も行っております。

25 70 アート工房Ａ 福島市 岩本　行平 会長 団体事務所 960 8254
福島市清水町字広
窪51-16　粕谷ひと
み様方

024-548-3406 024-548-3406 Ｈ18.4 14
38～88
歳

実技・技術指導の講師・
指導

市町村問わず随時入会　月1,000円
活動内容：墨彩、日本画、パステル、水彩等
第１・３月　ＡＭ10～12

26 77 ひいらぎ会 二本松市 増子　春子 会長 　増子　春子 964 0915 二本松市金色399-1 0243-22-6640 Ｓ56 21
60～90
歳

実演（発表や披露）

・現在会員と協調できる方、月例会等（場
所：二本松市福祉センター）へ参加可能な
方
・月会費500円

・毎月第１木曜日　午前10～12時　例会（ボランティア派遣について）
・第２木曜日　午前10～12時勉強会（親睦を兼ねて）
・二本松病院付属介護老人保健施設にてクラブ活動の手伝い派遣
毎月第１・３水曜日　午後1：30～3時くらいまで　生花クラブ、終了後、歌の会
毎月第２・４火曜日と木曜日　午後2～3時くらいまで　季節の料理クラブ
※以上は年間活動で、その他ボランティア委嘱により施設お祭り等の手伝い　随
時あり

27 80 蓬莱短歌会 福島市 菅野　守 会長 　菅野　守 960 8157
福島市蓬莱町5-3-
22

024-549-8007 S51.5 16
60～80
歳

・蓬莱町及び近隣在住者で特に短歌愛好
者であれば良し
・月　1,000円

・毎月第１（金）13時～16時　歌会（講師の指導を得る）
・毎月第３（月）13時～16時　研修会
・市政だより蓬莱文芸（毎月３名　１首）に掲載
・短歌集「水芭蕉」随時発刊
・蓬莱中学校３年生の短歌を編集し卒業記念として寄贈

29 88
グラウンドゴルフ
愛好会

川俣町 佐藤　研策 会長 　佐藤　研策 960 1403
川俣町大綱木字久
木22

024-566-5729 Ｈ26.4 12
63～80
歳

実演（発表や披露） なし 毎週水曜日　午後２時～４時。グラウンドゴルフ練習。

30 89
大綱木ふれあいサロ
ン

川俣町 佐藤　研策 代表 　佐藤　研策 960 1403
川俣町大綱木字久
木22

024-566-5729 Ｈ25.4 24
60～85
歳

特にない なし
毎月第３水曜日　午後１時～３時
・健康体操　・茶話会

31 92
ブルーハワイフラ
クラブ

福島市 山元　由美子 会長 山元　由美子 960 8157
福島市蓬莱町1-6-
12

024-549-8452 024-549-8452 Ｈ15.4 16
60～73
歳

実演、講師指導
・福島市内在住の方で蓬莱学習センターへ
通うことができる方
・毎月2,000円の会費　入会金は無し

活動日　毎週月曜日　１ヶ月４回ですが、事情によっては３回になることもある
時間　１０時～１１時３０分まで１時間半しっかり楽しく練習します
（２年に一度大きな会場で発表しています）

33 100

大玉村給食サービス
ボランティア      グ
ループ
かあちゃん弁当の会

大玉村 落合　政子 会長 　落合　政子 969 1302
大玉村玉井字板髭
112

0243-48-2327 0243-48-2327 H5.12 100
60～80
歳

講演や解説 なし
年２２回、昼食又は夕食のお弁当を調理し、６５才以上の村内の一人暮らしのお
年寄り又は夫婦で、お弁当を希望する方に配達し、安否確認をします。また、年
に１回くらい会員の勉強会などをしています。

35 111 手話ダンスほうらい 福島市 根本　千鶴子 会長 根本　千鶴子 960 8157
福島市蓬莱町5丁目
8-17

024-548-5880
080-3148-

8088
024-548-5880 H18.9 12

60～75
歳

実演（発表や披露）
・蓬莱学習センターで実施
・会費　年12,000円
・手話ができない方でもよい

・活動日　毎月　第２・４火曜日（３回）　午後７時～８時３０分
・活動場所　蓬莱学習センター
・その他　蓬莱文化祭、地域の行事などに参加、全国の交流会参加

●●※このシートは、データの入力、変更及び削除のみを行い、次の作業は絶対に行わないこと⇒データ列の削除又は追加及び並べ替え、列名の変更、データのソートなど 2023/2/8 現在
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36 112 渡利すみえクラブ 福島市 佐藤　曻一 会長 　佐藤　曻一 960 8141
福島市渡利字鳥谷
下町20-2

024-522-1435 024-522-1435 Ｓ57 22
50～87
歳

その他
入会時70歳まで
会費　年12,000円

水墨画の学習
毎月第４火曜日　午後１時～４時
春・秋　スケッチ会
作品展示会　会員全員出展

37 116 カメさんクラブ 伊達市 山田　茂 会長 　山田　茂 960 0602 保原町久保13-2 024-575-5610 H5.5 11
65～86
歳

特にない
会の趣旨（本会はカメラを通し会員相互の
親睦を図ることを目的とする）を理解し、会
員と融合が出来る人（会長了承）

撮影会　年５～6回程度（行程150～300ｋｍ　日帰り）
　〃　　　年１～2回程度（行程300～500ｋｍ　一泊二日）
勉強会　年５～6回程度（公民館等で２～4時間／回）
作品発表会　年2回　保原町文連協、文化祭、その他
総会（兼新年懇親会）　1回

38 126
きびたんソフト
バレーボールクラブ

伊達市 斎藤　徹雄 代表 　斎藤　徹雄 960 0655 保原町字宮内町92 024-576-2098 024-576-2098 H12.4 26
55～82
歳

実技・技術指導の講師・
指導

会費　月1,000円
週1回　水曜日
午前9：30～12：00、午後6：30～9：00を交代で行う

39 131
蓬莱日舞詩舞剣舞愛
好会

福島市 丹治　映子 会長 　丹治　映子 960 1855 清水町字売沢1-2 024-548-2227 024-548-2227 Ｈ26.4 10
10～65
歳

実演（発表や披露） なし 各週日曜日の午前から午後に子供から大人まで稽古しております。

40 132
大玉村歴史文化
クラブ

大玉村 渡辺　敬太郎 会長 会長 969 1302

大玉村玉井字西庵
183
あだたらふるさとホー
ル

0243-48-2366
（会長宅）

H19.4 30
60～85
歳

講演や解説
・年会費2,000円
・大玉村及び近隣地域在住者

1.月例の研修会（毎月第２月曜日　18：00～20：00を基本とする）
2.秋の研修旅行（10月、県内外の歴史・文化等に関する施設や史跡・名勝等を
訪ねる）
3.懇親会（花見、暑気払い、忘年会）

41 133 清水折紙愛好会 福島市 椿　利子 会長 　椿　利子 960 8253
福島市泉字扇田15-
6

024-558-6299 024-558-6299 Ｈ7.4 13
65～85
歳

実技・技術指導の講師・
指導

なし（清水学習センター分館に通ってこられ
る方であれば男女問いません）
会費（月）1,000円

活動日　毎月第２・４　月曜日　午前10：00～12：00
（毎年文化祭には協同作品を作るため、９月、１０月は変則の活動になります）

42 135 第二町会卓球クラブ 福島市 大戸　文子 大戸　文子 960 8157 福島市蓬莱町2-7-6 024-549-9025 S63.4 35
40～85
歳

特にない
蓬莱地区に在住の方（原則。地区以外の方
の在籍中）
年会費1,000円

卓球の練習会（レベルアップのための練習含む）
例会　毎週日曜日9：00～12：00（原則。予約取れない場合あり）

44 139 ボランティア清水 福島市 村上　博彦 会長 　村上　博彦 960 8251
福島市北沢又字下
八計1-4

024-557-0819 024-557-0819 H12.10 12
60～80
歳

講師指導、講演 なし　会費年2,000円

定例会：毎月第１水曜日　午後３時～　清水学習センター和室
施設訪問：随時相談の上、ボランティア活動
文化活動：
・他団体とも協力して、施設見学、企業見学を実施
・文化財探訪も年数回実施
・講演会を開催、または聴講を実施

45 160 信夫囲碁将棋クラブ 福島市 樽井　俊二 会長 樽井　俊二 960 1101
福島市大森字宮の
前86-6

080-5557-
9010

H9.4 35
65～92
歳

実演（発表や披露） 入会金1,000円、年会費1,000円
第１・第３火曜日、第２・第４月曜日、午後１３時～１６時、
信夫学習センター和室

●●※このシートは、データの入力、変更及び削除のみを行い、次の作業は絶対に行わないこと⇒データ列の削除又は追加及び並べ替え、列名の変更、データのソートなど 2023/2/8 現在
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49 170
永井川ボランティアつ
くし会

福島市 赤間　幸子 会長 　赤間　幸子 960 1102
福島市永井川字西
光寺3-1

090-3640-6259 H6.1 20
60～80
歳

特にない 福島市永井川地区内の方　月会費200円

「永井川いきいきサロン」：地域で暮らす者同士が支え合う気持ちを持ちながら参
加者同士が親睦、交流を図る楽しい場にする。
　対象：65歳以上のひとり暮らしの方、高齢者世帯の75歳以上の方、日中ひとり
暮らしとなる、75歳以上の方
　日時：毎月第2木曜日　午前10時～午後1時　　場所：永井川集会所
　運営：ボランティアつくし会　会員20名（内5名地域民生児童委員）
内容：①簡単な介護予防運動、ラジオ体操、手話ソング合唱、昼食
②年間行事　2月　昔あそび　3月　ひなまつり　4月　健康の秘訣（笑ヨガ）　5月
春の遠足　6月　旧端午の節句を楽しむ　7月　七夕まつり　8月　暑中見舞いの
絵手紙作り　9月　健康講座　10月　昔話・民話を聞く　11月　ゲームで遊ぶ　12
月　クリスマス会

50 171 女声合唱団「響」 福島市 福島　紀子 会長 　福島　紀子 960 8253
福島市泉字川原前
87-16

024-558-9486 Ｓ47.4 28
60～84
歳

実演、講演
女声合唱団なので女性限定
毎月会費4,000円
年齢条件なし

福島市清水学習センター分館を中心に合唱の練習をしています。
毎週火・金曜日　午前10時～12時まで
・毎年県北および県おかあさん合唱祭に参加しています。
・定期演奏会を開催しています。
・老人センターなどで、歌のボランティアなどをしています。

51 172 保土原頓尻芸能会 伊達市 斉藤　富義 会長 会長 960 0686
保原町竹内町38-3
ホバラ実業内

024-575-3267 024-575-3267 H1.7 10
69～85
歳

実演（発表や披露） なし

2016年度の活動内容
4.15　霊山町（老人ホーム孝の里）慰問、4.5　保原町歌謡連合会（歌祭り）出演、
7.17　保原町神明宮（夏祭り）奉納出演、7.30　飯舘村（夏祭り）慰問出演…伊達
市伏黒地区東交流館、9.4　手をつなぐ親の会へ出演　保原体育館、9.11　上保
原地区敬老会　アトラクションショーに出演、9.19　川俣町小神地区敬老会出演
小神公民館、9.25　上保原地区文化祭　出演、10.2　保原町文化祭　出演、10.6
保原町金婚式　アトラクションショーに出演

53 175
安達地方観光ボラン
ティアガイド部

二本松市 高守　敞道 部長 部長 964 0912

二本松市上竹二丁
目172
安達地方広域行政
組合内

0243-22-1101 0243-22-1102 soumu@union.adachi.lg.jp H12.4 15
30～80
歳

その他 なし
活動内容：観光案内依頼に対する対応
活動場所：固定していない

54 178
福島市パークゴルフ
協会

福島市 渡邉　武男 会長 団体事務所 960 8204
福島市岡部字岡部
63-2

024-533-5367 024-533-5367 Ｈ19.3 1700
60～80
歳

実演、講演、その他

１．基本的には福島市在住者、但し震災で
避難されている方にも門戸を開いている。
２．入会金（１度だけ）1,000円、年会費1,000
円（一人）
３．会社、団体等の職員社員の福利厚生事
業としてパークゴルフを取り入れて頂き「賛
助会員」と位置付けている。

１．パークゴルフ大会の開催
年間計画を３月の総会で決め、具体的に大会を開催している。
２．研修会の開催
各支部ごとにパークゴルフの研修会を開催している。
３．指導者の育成
指導員、アドバイザーの認定講習会を積極的に受験。
４．市内８支部で練習場、大会等幅広く活動している。

55 142 いきいき健康クラブ 福島市 佐藤　トミ子 会長 　佐藤　トミ子 960 8252
福島市御山字中川
原40－2

024-534-1946 H15.1 90
60～70
歳

特になし
高齢化が進む中、老後の健康を守るため、「寝たきりにならない」「寝たきりをつく
らない」「寝たきりにさせない」ための健康体操を行っています。月４回月曜日１時
間３０分程度の軽体操です。

56 143 福島陶人会 福島市 小野　喜義 会長 　小野　喜義 960 2262
福島市在庭坂字五
十須場48

024-591-4431 H10.4 12
30～90
歳

実演、講師指導、講演
福島市に在住であればどなたでも
入会金2,000円
月会費1,000円

月４回から５回くらい作陶、素焼、本焼などを行っています。
陶芸窯の開きの都合で不定期になり、毎月連絡します。

58 152
ＮＰＯ法人
シャローム

福島市 大竹　静子
代表
理事

団体事務所 960 1241
福島市松川町東原
17－3

024-567-5322 H13.9 116
20～80
歳

実演（発表や披露）
自分のできる能力を登録し、会員として活
動しようとする方

１．交流仲間づくり　（１）共に生きる仲間たちのコンサート、（２）ひまわりプロジェ
クト、（３）映画制作ワークショップ「夢をかたちに」
２．障がいをもつ仲間たちの施設支援　（１）「まちのオアシス」づくり、（２）仲間た
ちの居場所づくり、（３）授産製品販売などの運営・協賛店の拡大
３．地域づくり　　（１）教養講座「地元学を考える」、（２）ノーマライゼーションせん
べい「む・これはうまい」の発売・UD製品の研究開発、（３）災害支援活動
４．図書の発行

59 153
トレッキングクラブ‐モ
ア

福島市 二階堂　正
運営
委員
長

運営委員長
二階堂　正

960 8163
福島市八木田字神
明82-26

024-545-4945 024-545-4945 H13.3 65
45～75
歳

・福島市及び隣接市町村在住の方
・年会費2,000円
・スポーツ保険または山岳保険に加入でき
る方、・自然を愛し、大切にする方
・安全を旨とする集団行動となる山行なの
で、ともに学び助け合う協調性を望みます。

　早春の花の季節から晩秋の紅葉の期間、１２～１３回の山行を実施していま
す。県内外の山に登り、温泉、土地の美味も楽しんでいます。城めぐりも継続し４
年目になります。暑気払い、芋煮会、忘年会などの親睦会もあります。
　運営委員の方は、毎月１回第３火曜日14：00～17：00山行計画などを話し合っ
ております。

●●※このシートは、データの入力、変更及び削除のみを行い、次の作業は絶対に行わないこと⇒データ列の削除又は追加及び並べ替え、列名の変更、データのソートなど 2023/2/8 現在
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60 156 福島むつみ琴の会 福島市 田口　恵 会長 　田口　恵 960 0251
福島市大笹生字内
町5-2

090-8928-6253 H17.1 20
60～80
歳

実演（発表や披露） なし
活動内容　琴伝流大正琴の練習（各種大会、　ボランティア等の練習）
活動日　年間通して毎週金曜日　午後１時～４時
活動場所　清水学習センター本館

61 159 清墨会 伊達市 坂下　清穂 会長 　坂下　清穂 960 0611
保原町字城ノ内
102-2

090-1374-9866 S59.4 19
40～80
歳

実演、講師指導、講演

・在住指定はなし
・会費（有）
「書作」という月刊誌により作品制作誌代
年9,000円（２回に分割して集金）
事務費　月2,000円

◎「書作」誌の課題にそって作品制作（級・段・師範取得）
毎月２回公民館等で活動　午後１時～４時
◎公募書道展への出品…東京、福島会場
◎文化祭への作品出品

62 164
伊達市保原町文化財
保存会

伊達市 八巻　卓夫 代表 八巻　卓夫 960 0634
保原町大泉字高野
64

024-575-4533 Ｓ39.1 110
60～90
歳

特になし なし

・町内文化遺産の歴史の探求
・文化遺産の発掘等
・文化遺産に関わる観光資料の普及
・研修旅行の実施
・町の文化祭への参加
・講演会の開催
・機関誌「郷土の香り」その他図書の発刊

63 138

特定非営利活動法人
ふくしま成年後見
センター

福島市
中嶋　靖治
國井　輝夫

代表
理事

団体事務所 960 8111
福島市五老内町６番
４号
フジコーポラス１０１

024-535-5451 024-563-7669 info@fukushima-kouken.com H21.1 66
40～76
歳

講演や解説

１．福島県に住所を有するもの
２．会員　福島県に住所を有する者
○正会員（総会議決権を有する）
・入会金　2,000円、・年会費　3,000円（下期
加入の場合1,500円）
○賛助会員・年会費　3,000円（下期加入の
場合1,500円）

１．シニア活き生き事業　　　元気な高齢者がこれまで培ってきた能力や経験を
活かして、講師となり、受講者と情報共有する。（こころ、文学、パソコン等）
２．シニアたすけあい事業　　　ひとり暮らし高齢者・障がい者に対して、状況に応
じた生活支援を行う。　（１）生活支援事業、①生活支援　②家事支援　③福祉支
援　④緊急支援、　（２）代行・手続支援事業、買い物代行、入所手続き代行、後
見申立手続き支援等

64 183
蓬莱町第六町会
ラジオ体操の会

福島市 二瓶節子 会長 二瓶節子 960 8157
福島市蓬莱町六-16-
2

024-549-6548 H25.7 51
71～89
歳

なし
・ラジオ体操　蓬莱第３後援　4/1～11/15（月～金）午前6：30～　11/16～3/31
午前７時～　・ももりん体操　第６町会集会所　（土）午前10：30～　・レクリエーショ
ン　子供たちとの交流（餅つき）　サロン活動

65 184 さわやか体操クラブ 川俣町 髙橋里子 事務局 齋藤惠二 960 1406
伊達郡川俣町鶴沢字
鶴東19-8

024-565-5081 024-565-5081 H19．9 34
60～90
歳

入会金１０００円　月会費５００円
・ヨーガ及び健康体操
・毎週金曜日　午前１０時～１１時半
・川俣町鶴沢公民館

66 185 路面電車を偲ぶ会 伊達市 安齋　武 会長 安齋　武 960 501
伊達市伏黒字西平
17-1

024-584-2918
090-3123-7189

024-583-3039 H12.6 11
平均75
歳

講演や解説 なし
年に数回コラッセ・アオウゼ・文化センター等でに路面電車の写真展示会
子供たちに紙芝居でやさしく解説
依頼があれば写真の展示や解説で路面電車の歴史を後世に残す活動
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