団体名

法人格

相模川を美しくする会

任意団体

さくら福祉の会

里山活動館 閑友林

任意団体

その他

滋賀グリーンクラブ

滋賀県ホームヘルパー協議会

当自治会で、70歳以上が100名をこえ高齢化率の
アップに何が出来るのかを考えていこうと福祉予
算を確保したのがはじめです。一日でも元気に自
宅で過ごすことを目的に、どういった地域ならば
それが可能なのかを 検討しています。

毎週木曜日に、ホットライン（安否確認の電
話）・サロン・IT教室を開いています。火曜日に
は、喫茶さくら、IＴ教室を、福祉講座、福祉の
集いを、2ヵ月に1回のペースで開いています。ま
た24時間体制で電話が来ればあらゆるお手伝 い
をするお手伝いボランティア、という制度があり
ます。その人が今必要な援助を、30名程のボラン
ティアが分野別に活動しています。

里山の保全、および生態系の活動管理を基本に、学
術文化芸術スポーツの振興を通して、よりよいまちづ
くりに市民が参加していくためのコミュニティネットワー
クを形成し、また人材を育成する

大津市に普及していない老若男女が参加しやすい
ビーチボールバレーを普及しつつ、おでかけ会等企
画し、スポーツ振興のみならず、伝統文化や自然環
境の保護に携わる事業を展開する

ビーチボールバレーは、参加費用が安く簡単に
遊べるため誰もが参加しやすく健康増進やにぎ
わいの創出につながります。会員の多くが看護
福祉の専門家であり、専門性を活かして地域貢
献できる

活動分類
まちづくりの推進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
観光の振興を図る活動

任意団体

ＧＡは，強迫的ギャンブルからの回復を目指す自助グ
ミーティングを中心として依存症の回復を目指す
ループ

毎週火曜日の19時45分から1時間のミーティン
グをしています。

平成11年からのNPO法人ヒマラヤン・グリーン・
クラブの伊崎国有林におけるカワウの糞害により
枯死した森の森林整備活動に始まり、平成20年か
らの「伊崎ふれあいの森」森林整備活動を継承す
るために設立しました。

ボランティアによる植栽・保育・森林保護などの森林
整備活動及びこれからの活動と一体となって行う自
然保護観察会を主に近江八幡市「伊崎ふれあいの
森」にて実施しています。

カワウの糞害で枯死した地での植樹から下草
刈り、枝剪定等の森林保育を、緑の少年団の子
供たちや地元森林ボランティアの方々と一緒
に、春から秋、時には冬と四季を通じて活動して
います。

ホームヘルプ業務の喜び、やりがいや難しさ、課
題等を共有し、よりよい業務をすすめていけるよ
う、研修や学習交流の場づくりを行い、県内の
ホームヘルパー同士が共に教え、高めあっていく
活動をする事を目的として設立しました。

・セミナー、ホームヘルパー総合研修会の開催
・小規模の情報交換会等の開催
・広報等による情報提供
・制度等の改善の提案や要望活動

県内ギター愛好家の親睦、フェスティバル、コン
クール、研修会の開催。

滋賀県国際協会

<国際理解、国際交流活動の推進>国際交流・協力
に関する情報の発信、国際理解講座・国際交流イ
ベントの開催、姉妹州・友好省との交流など。
県民の国際理解を深め、国際協力思想の高揚を図 <共生社会づくり>外国人住民に対する生活相談、
ると共に、経済・技術・文化など幅広い分野の国 外国籍住民サポート事業など。
際交流を積極的に推進し、国際化に対応した地域 <地域レベルの国際協力の促進>民間国際交流団体
社会の振興に寄与すること。
に対する活動支援、ボランティアの登録・コー
ディネート
<ネットワークづくり>滋賀県国際交流推進協議会
の活動支援、国際教育協働推進事業など。

公益財団法人

○指導者養成講座（毎年希望ヶ丘文化公園にて、ネ
イチャーゲームのリーダーになるための養成講座を
開催している）○自然学校「ピノッキオ（毎年、葛川少
年自然の家にて、親子で参加する自然学校を開催し
ている）○どんぐりクラブ（毎年希望が丘文化公園で
幼児のデイキャンプを開催している）○もんきっき自
然塾「もりとあそぼう」（日吉大社の境内で川遊びなど
の自然体験）○皇子が丘公園でネイチャーゲーム活
動
精神障害に関する福祉施策の向上と推進、精神科医
家族会は当事者を含めていろいろな悩みや苦しい事
療の進歩と改革を求め、精神障害者が地域で安心し
を話し合い、励まし合い支え合って乗り越えていく家
て普通の生活ができる社会の実現と家族の当面する
族による家族のための家族の集まり
問題を解決するための活動を行っている家族と当事
です
者 の団体です。
・玉すだれ普及の為・・・教室の開催
滋賀県坂本が発祥地の伝統芸能を守り、普及させ
・福祉の為、各サロンや敬老会に出前出演
る。
・神社仏閣の御祭りに出演
・各疾病団体の医療講演会・交流会の開催
難病に悩む患者と家族のために「病気を理解す
・難病患者のための作業所「しがなんれん作業
る」「病気に負けない気概をもつ」「病気を克服
所」の運営
する条件をつくりだす社会を目指す」などを目指
・滋賀県難病相談・支援センターの運営（相談、
して難病連が設立されました。
情報の収集など）
「さあ外へ出ましょう」の言葉通り、
（1）年10回、会員及び家族も交えて親睦とリハ
脳卒中後遺症障害者の障害克服・障害受容を目指 ビリを目的とした会合を開く
し「さあ外へ出ましょう」をモットウに、リハビ （2）グランドゴルフ等スポーツ的な行事
リ治療の不十分な医療制度に負けない様、当事
（3）近畿・全国友の会と交流
者、家族がお互いに励まし心癒される事を目的に （4）クリスマス会、新年会等交流親睦会
又脳卒中予防の啓蒙運動も繰り広げる。
（5）日帰り、一泊旅行（リハビリに最適）
（6）会報の発行ー会員の体験発表、医療問題に
取り組む。
自然と直接ふれあい、知識でなく、感性を高めること
で、大人も子供も一緒に楽しめる自然体験活動のプ
ログラムであるネイチャーゲームを使い、自然の不思
議やおもしろさを感じることで、自然のすばらしさを保
全していく活動をしていく。

滋賀県シェアリングネイチャー協
会

障害者差別のない「おおつ」をめ
ざす会（滋賀県精神障害者家族 認証ＮＰＯ法人
会連合会）

滋賀県南京玉すだれ保存会

任意団体

滋賀県難病連絡協議会

npo

情報更新
H29.12

福祉の増進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
まちづくりの推進を図る活動

H29.12

環境の保全を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動
スポーツの振興を図る活動

H29.12（新規）

H28以前

滋賀県ギター協会

滋賀県脳卒中者友の会 淡海の
会

HP

日本を訪れる外国人観光客に対して、侍をはじめ
とする日本の諸文化を体験できるツアーを提供す
ることにより、滋賀県への観光客誘致力を強化
し、国際交流の推進ならびに滋賀県の地域活性化
に寄与する ことを目的とする。

サムライケンブ

ＧＡ滋賀大津

目的
活動内容
アピール
美しい川の流れを求め，清掃とゴミ捨てない運動を協
定期活動（河川清掃等），河川パトロール，自治会へ
力に展開し，相模川を地域住民の心の「憩いの場」と
の清掃用具の配布，河口整備の陳情
し，市内一の環境を持つ川とすることを，目的とする。

保健，医療の増進を図る活動
福祉の増進を図る活動
そのた他

H29.12

H28.9新規

福祉の増進を図る活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H29.12
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を
支援する活動
H28以前

http://www.s-ia.or.jp/

ネイチャーゲームは知識でなく感性を高めていく
ことができ、大人も子どもも一緒に楽しめる自然
体験活動です。そんなネイチャーゲームを楽し
み、また、指導者になってください。

H29.12

環境の保全を図る活動
子どもの健全育成を図る活動,

H29.12

保健，医療の増進を図る活動
今後，高齢者福祉との連携を目指していきたい http://nionokai.jimd
福祉の増進を図る活動
です。
o.com
社会教育の推進を図る活動

H29.12

福祉の増進を図る活動
観光の振興を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動

H29.12

H28以前

H28以前

団体名

目的

活動内容

アピール

滋賀県バルーンアート協会

法人格

風船を作って子どもへの夢をもたらす。

保育園や各種お祭りへ派遣

風船の作り方教室開催中

滋賀県野鳥の会

滋賀県野鳥の会は創設当初よりの「琵琶湖やこれ
をとりまく周囲の山野に生息し、こよなく自然の
情緒をかもしだしてくれる野鳥を永遠に保護す
る」ことをかかげて、今までもこれからも活動に
取り組んで行きます。

会員や一般市民の参加のもとに毎月ごとに野山に
野鳥を探しに出かけます。（探鳥会活動） 又、
学校等からの依頼を受けて講演にも対応し、広く
野鳥保護・自然保護活動を展開しています。

滋賀県ラン伴実行委員会

認知症とともに市民が支えるまちづくり

走ることで当事者と市民と一緒にタスキをつなぐ

滋賀県臨床心理士会

滋賀県内に在住あるいは県内で仕事をする臨床心理
士を中心に、相互の研鑽と、滋賀県民の皆様の心の
健康に役立つことを目的として、1993年に設立されま
した。
医療・保健、福祉、教育など、さまざまな分野で活用し
ております。

任意団体

HP

活動分類
福祉の増進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
まちづくりの推進を図る活動

情報更新
H29.12

H28以前

認知症であっても支えがあれば普通の生活が
できるまちを目指している

福祉の増進を図る活動

保健，医療の増進を図る活動
「臨床心理士」は、日本臨床心理士資格認定協 http://www.ssccp.j
福祉の増進を図る活動
会の認定を受けた「心の専門家」です。
p
子どもの健全育成を図る活動

H29.12

H29.12

滋賀県レイカディア大学同窓会
大津支部

地域への社会貢献活動、及び会員の健康管理・親
睦を図る事を目的としています。

①地域社会への貢献活動として
・まちなか応援活動
・小学校の応援活動
②市民への文化活動を行っています。

H28以前

滋賀サイエンスカフェ実行委員
会

近代美術館を会場に、アートとサイエンスが出会
える企画展などを入口にして、誰もが環境につな
がるサイエンスの話を専門家に聞き、対話ができ
る滋賀独自の新しいスタイルのサイエンスカフェ
を開催するため、当委員会が設立されました。

2014年７月、近代美術館で【写真展＆滋賀サイエ
ンスカフェ2014】を開催し、環境につながるサイ
エンスを専門家から気楽に学ぶことのできる新し
い環境教育の場づくりを進めます。

H29.12

しがの里山や川を美しくする会

任意団体

滋賀福祉輸送協会

一般社団法人

志賀北部地域支援センター

認証ＮＰＯ法人

滋賀労働相談センター

美しい比良山系のすそ野一帯は、昔から不法投棄が
多く、湖西道路の無料化は其れに拍車をかけました。 ホタルやシジミ、アユの復活等、誰でもが親しみ
比良山系のふもとに暮らす市民が、地域の自然環
環境の保全を図る活動
残土や廃棄物を積んだダンプカーが、毎日1000台近 取り組める環境活動や子供たちを対照にした水 http://shiganokai.w
境・生活環境、及び歴史的、文化的遺産を大切にし、
農山漁村又は中山間地域の振興を図る
く押し寄せてきます。汚染土壌だけでも約50万トンが 中生物観察会・和邇公園の美化活動など幅広
持続可能で豊かな暮らしを実現するとともに、次の世
活動
eb.fc2.com/
関西圏からやってきます。行政の取り組みはなまぬる い活動を行っています。行政がどうやったら動
代にこれを継承することを目的とする。
まちづくりの推進を図る活動
く、子・孫の世代に自然豊かなこの地を守り伝承した いていただけるかが、悩み。
いと頑張っています。
・介護タクシーの利便性を高めるため、コール
自力では移動が困難な住民の輸送・同業者の講習 センターを行う
などにより、災害時に円滑な避難に繋げる協会を ・救命のできるように講習会を行う
作りました。
・消防局との連携による救急車の安易な呼び出
しの啓発を行う。
福祉の増進を図る活動
自治会及びボランティアの支援，中山間地全般のサ
まちづくりの推進を図る活動
ボランティア支援
ポート活動
農山漁村又は中山間地域の振興を図る
活動
働く人の暮らしと権利を守るために”なんでも労
働相談” 秘密厳守、無料相談はフリーダイヤル
０１２０－３８０６０

しなやかシニアの会

任意団体

いくつになっても夢を持ち、高齢期を元気で輝き
続けられるように積極的に楽しく、心さわやかに
充実したシニアライフを送ることを目指そうとの
趣旨でスタート。

シニアあんしん倶楽部

任意団体

一人住まいのご高齢者の日常生活支援、見守
１）「私と家族のあんしん手帳」を使用して、人
り支援の他、高齢者とその家族が安心して幸
高齢者の自助自立意識を高めるための啓発活動と 生の身仕舞い講座を実施
せに暮らす為に必要な知恵と情報を学んでい
高齢者が必要とする情報とサービスを提供する。 ２）高齢者（特に独居の人）を対象にに非常生活
ただく「人生の身仕舞い支度講座」を開催中
支援・見守り支援を実施
です。参加をお待ちしております。

任意団体

主に60歳以上の大津市民対象の企画を実施します。
デイサービスに行く介護度でもないが、若い層や知ら
ない人に交じて何かをするのは心もとない、そんな高
齢者の方が気軽に楽しめる講座をご提供し、外に出
るきっかけ作りにしてもらうことを目的とします。

滋賀の文化や歴史、健康、介護についてなど高齢者
の方になじみのあるテーマで座学を中心に企画しま
す。受け入れ先があれば、他の高齢者団体やサロン
とも共催企画を提案させていただきます。

市民共同発電所を作る会・おお
つ

任意団体

太陽光発電は地球温暖化を防ぐ切り札である。地
球環境を守るために自分も何かをしたいという思
いを持つ市民たちが共同出資して２００１年、太
陽光発電所を作った。小さな発電所ではあるが、
ここを拠り所にして、環境を考える市民活動を継
続してきた。

建設当時はまだ太陽光発電は十分知られていな
かったので、広告塔としての役割が大きかった。 発電所建設の資金を出資した会員だけでな
今日、太陽光発電の優位性は広く知られるところ く、環境への熱い思いを持つ人は誰でも会員
となった。新しい時代状況に応じた新しい市民活 になれる。
動を作りだそうとしている。

市民劇団O2劇場

任意団体

大津市制100周年記念事業で開催された「市民野
外劇みずうみの劇場」の情熱を受け継ぎ、大津に
根付く自立した市民劇団として、演劇という文化
的表現活動 を通じて、自己の研鑽と市民文化の
振興に寄与することを目的としています。

平成18年11月には、第3回の自主公演を、大津市
民会館で行いました。このほか、公開の演劇ワー
クショップを開催しています。小学生から60歳代
の人まで、年齢層はさまざまです。舞台での公演
に加え、近年は朗読劇や演劇ワークショップなど
にも取り組んでいます。

シニアライフ スピカ

年数回の魅力ある様々な催しを企画し、共に語
り、学び、楽しむ場を演出することで、友人の輪
も広がる。スケッチ倶楽部、健康体操倶楽部、パ
ソコン倶楽部、気軽に抹茶倶楽部など。

まちづくりの推進を図る活動
http://www.shinaya
学術，文化，芸術の振興を図る活動
kashinia.com
国際協力の活動

やりたいことがあるから外に出る、人に会う。人
生はいくつになっても楽しめる。そう思ってくださ
る参加者が増える企画を心掛けたいです。企画
なし
の告知先は、高齢者サロン、居宅介護事業所、
高齢者の集う施設など地域に根差した場所を回
る予定です。

H29.12

H29.12

H28.9新規

H28以前

H29.12

その他（高齢者の自立支援）
福祉の増進を図る活動,

H29.12

福祉の増進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動

H29.12（新規)

環境の保全を図る活動
市民活動支援

H28.9更新

市民が心から応援してくれる市民劇団になれ
るよう、本物の舞台を目指してこれからもが
社会教育の推進を図る活動
んばっていきたいと思います。よろしくお願 http://o2gekijyou39
学術，文化，芸術の振興を図る活動
いします。演劇に興味のある方は、気軽に稽 19.shiga-saku.net/
子どもの健全育成を図る活動
古をのぞきに来てください。団員も募集中で
す。

H29.12

団体名

目的

活動内容

生協の共同購入で集まった時、待ち時間に近所の
子どもたちに絵本の読み聞かせをしたこと、以前
住んでいた所でも文庫をしていたので求めに応じ
て始めた。子どもたちが子ども時代を子どもとし
て充分に楽しめる、そんな一助になればと思う。

毎週木曜日、自宅を開放して、本の貸し出し、絵
本の読み聞かせ、おはなし会等を行う。夏休み工
作教室、クリスマスおたのしみ会、春か秋には遠
足にも行っている。今年の夏は大阪国際児童文学
館の見学、国立民族博物館にも子どもたちを連れ
て出かける。不定期に「じゃりんこ文庫便り」を
出したり、月1回ほど、お母さんを対象に「紅茶
の日」と称し、絵本の勉強会、子育ての話など井
戸端会議の日を設けている。

手話サークル・コスモス

聴覚障害者との交流の必要を感じた人々によって
設立されました。目的は、会員（聴覚障害者と健
聴者）の手話学習と交流です。また、地域の人々
に手話を学んでいただきたいとの目的もありま
す。

毎週水曜日、午前10時から12時まで、滋賀公民館
の部屋を提供して頂いて、手話学習をしていま
す。その他の活動として、福祉バスを提供して頂
いたり、公の交通機関を利用して、各地へ研修・
交流の旅行。他の公民館の集まりに、団体で参加
して、手話学習をしたりしています。

手話サークル たんぽぽ

大津手話サークル「むすびの会」から、夜間に参
加できない人が集まり昼間（火曜日午前）のサー
クルとして発足。当時は「むすびの会」たんぽぽ
班でしたが、1988年「手話サークルたんぽぽ」と
して独立しました。

じゃりんこ文庫

法人格

任意団体

女性の起業を応援する会
シルバーアンサンブル さざ波楽
団
新日本スポーツ連盟滋賀県連盟 任意団体

スポーツクラブSETA

認証ＮＰＯ法人

アピール

HP

活動分類

http://kefbarchan.j
ugem.jp/

H29.12

H28以前

ろうあ者への理解を深めてもらうため、地域各所
への交渉、県ボランティアセンターへのグループ
登録、手話入門講座の手伝い、全国ろうあ者大会
への協力などの活動をし、1989 年には「読売光
と愛の事業団第9回福祉活動奨励賞」を受賞しま
した。現在では季節に応じた行事や手話の学習、
ろうあ協会の活動への協力等を通して、障害の有
無に関係なく楽しく交流し、親睦を深めていま
す。
起業に興味のある女性、起業を目指している女
年４回、定例会を実施し、起業に役に立つ勉強
https://nyokki.jimd 男女共同参画社会の形成の促進を図る
性、起業している女性、または起業を応援したい 会、会員のプレゼンテーション（巣立ちの場）、
活動
o.com/
の交流、支援を目的とする。
交流会を開催する。
経済活動の活性化を図る活動
高齢になっても趣味（音楽）を学び、合奏の喜び、仲 ボランティア支援活動をして、介護施設や老人クラ
高齢者の団体なので、団員の減少が多く、募集
福祉の増進を図る活動
間を通して老後の楽しい生きがいを得、地域にも貢献 ブ、地域のイベントなど訪問し、演奏したり、ともに
に力を入れています。毎週土曜日の練習は楽し
市民活動支援
していく
歌ったり、福祉に協力します
く、ぜひ見学して参加して下さい。
その他
スポーツの振興を図る活動
スポーツを国民の権利として確立すること 自主的
スポーツ・クラブを通じて仲間づくりを推奨し，より人 ひとりぼっちのスポーツ愛好者を無くそう。いつ
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
民主的スポーツクラブの発展を目指す。
間らしい生活が展開できるように活動している。
でもどこでも誰でもが気軽に入れるクラブを！
市民活動支援

子どもの健全育成、子どもの体を動かす運動や遊び
場の提供、成人における健康維持、高齢者の介護等
に関する事業など全ての地域住民に対して、多種目
多世代によるスポーツ活動の推進及び健康維持、環
境保全活動を通じて、地域住民の健康、安全に寄与
する。また指導者育成など人材育成を通じスポーツ
の輪を広げることを目的とする。

大津市内における児童養護施設および老人ホームで
の巡回指導を始め、定期的なスポーツ教室を実施し
ています。
◎毎週月曜日９：００〜（約６０分間）@瀬田東支所 集
合
ノルディックウォーキング【公認指導員が一緒に楽し
みながらウォーキングができます。】
◎毎週月曜日１７：００〜（約１２０分間）@瀬田公園体
育館
各種スポーツ【週替りで様々なスポーツを行います。】
◎毎週水曜日１６：００〜（約６０分間）@月輪大池公園
サッカー【元Ｊリーガーが基礎を中心に丁寧に指導し
ます。】

情報更新

《Everybody（誰でも），Everywhere（どこでも），
Everyday（毎日），Every Sports（あらゆるスポー
ツを）!!》をクラブコンセプトに活動しています。
競技レベルを問わず、気軽にスポーツを楽しめ
http://www.scる場を提供するべく、スポーツ教室を拡大中で
seta.com
す。
現在、行われている教室では親子での参加者も
多数おられ、世代を越えたコミュニケーション
ツールとしての役割も担っています。

H28以前

H29.12
H28.9新規
H29.12

H28.9新規

子どもの健全育成を図る活動
http://www.sportsk
スポーツの振興を図る活動
empo.or.jp/
社会教育の推進を図る活動

地域スポーツ拳法護身術道志会
npo
（スポーツ拳法）

市民の防犯力の向上と生涯スポーツの振興を図ると スポーツ拳法競技への審判員の派遣、護身術教室の
地域に根差した活動を行っています
共に、青少年の健全育成を目指す
実施、護身術の講演の実施

膳所こだわり野菜市

高齢者をはじめ地域の方々によく使う野菜を近所
野菜市を通じて、提供、販売、購買の三者のネッ で提供できたらという思いから顔見知りの複数の
トワークを築き、地域の人間同士の支援やふれ合 生産者に声をかけ、市を昨年の1月より始めた。
い、助け合いの精神を高める。
地元野菜を前日に集め、毎月第2水曜日に販売し
ている。集客・販売ともに安定してきている。

H28以前

瀬田唐橋まちづくりの会

瀬田唐橋地域の自然環境の美しさと歴史資源を活
かした「文化遺産と自然と観光名所を活かした街
づくり」を推し進め「わが街のお宝を探し出して
いこう」をキーワードに、歴史の香りを残す、街
の賑わいを呼び戻す、人と人の結びつきを大事に
するをコンセプトに活動を行う。

H28以前

瀬田南歴史文化研究会

瀬田川リバプレ隊

関蝉丸神社芸能祭実行委員会

任意団体

この会は，地域に眠るお宝（物，事象，事柄など）を発
２か月に１度例会を開催（地元の老人に話を聞くな
掘し，整理し，後世に残す活動と地域の歴史文化を
ど）
知る活動

認証ＮＰＯ法人

琵琶湖・瀬田川に遊び親しみ、その歴史・文化・
環境などを学び考えて行く。広く流域の人々と交
流して、その環境の保全と改善に努め、活動から
得た情報を発信し、住民の利益と福祉の向上に寄
与することを目的とする。

NPO法人としては今年で10年目に入った。瀬田川
を中心にいくつかの活動を行ってき た。外来魚
の問題を考えながら魚釣り大会や、瀬田川の清掃
活動等を一般の参加者を募り行ってきている。そ
の外、文化ボランティア推進事業として、滋賀県
の 地方史を瀬田川中心に考え、学ぶ事業を現在
行っている。その外、ふくろう作り（木工教室）
は好評、県内で10回以上（年）開催しています。

芸能の祖神 蝉丸を現代に甦らせ、芸能の発展、
及び地域や大津市の活性化、観光の振興等に寄与 関蝉丸神社 芸能祭を開催
することを目的として、芸能祭を開催する。

まちづくりの推進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動,

水を中心にした環境問題を新しい切り口で、
考えていきたい。そのために子供から老人ま
で全ての人が参加できる活動でありたいと考 http://www.anmate 環境の保全を図る活動
えている。対立するのではなく、共通の考え ur.co.jp/riverplay/ 子どもの健全育成を図る活動
方で、もう一度現在の問題を見る活動にした
いと思う。

H29.12

H29.12

H29.12

H29.12

団体名

法人格

活動内容

アピール

立命館大学健康科学部の藤田研究室が立ち上げた
「立命館フィットネス研究会」が考案した「健康
バンド」を大津市を中心に50歳以上の方を対象と
してストレッチ・筋力アップ・スタミナアップを
目的とした健康増進を目的とする活動。

ゼロダッシュ

SOL

目的

認証ＮＰＯ法人

現役を退いたシニアが持つスキルを活かす事による
社会の活性化とシニアの生きがいの創出をする事業
（プロジェクトソリューション事業：ＰＪ事業）と音楽療法
シニアが持つ豊富なキャリアを以って、地域の中 等を活用した高齢者の健康維持と介護予防に資する
の中小企業や団体に対し、事業の発展、成長に資 事業（ライフソリューション事業：ＬＩＦＥ事業）。
する支援を行い、地域の活性化と同時にシニアの ＰＪ事業では主に中小零細企業から年間概ね3件の
生きがい創出を図る。
課題の相談がある。
ＬＩＦＥ事業では月1日音楽療法を活用したイベントを開
催。約30名の高齢者が参加。徐々に増え、現在会員
は約50名。

HP

活動分類

情報更新

H29.12

混沌として時代背景のもと、シニアの知恵を社
会に生かし、同時にシニアに生き甲斐を実感さ
せることによる全員参加の健全な社会システム
を作りたい。
同時にシニアから高齢者世代になった時の心と
体の寄り添い場所を作り、有意義な老後を送る
手伝いをしたい。

H29.12

