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お問い合わせ 

③在宅高齢者支援活動団体 等 
 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

1 

28-10-C0090 

葵区 双葉町   

新通公園 ラジオ体操会 

2 

28-08-C0074 

葵区 弥勒   

静岡介護者きずなの会 

3 

28-09-C0084 

葵区 駒形通   

駒形地区 駒形あおい会 

4 

02-12-C0166 

葵区 駒形通 6-7-9 駒六一区公民館 

駒形でんでん虫の会 

5 

28-07-C0044 

葵区 住吉町   

一番町地区 住吉会 

6 

28-06-C0042 

葵区 二番町   

一番町地区 二遊会 

7 

29-05-C0111 

葵区 柳町   

元気なまちづくりネット 静岡支部 

8 

28-10-C0092 

葵区 田町   

大黒亭 

9 

28-08-C0066 

葵区 若松町   

若松町なつめろ同好会 

10 

30-07-C0136 

葵区 北番町 17-5 厚生会 1 階・さくらの郷 

地域交流サロン「い～とこ・あんざい」 

11 

31-04-C0151 

葵区 井宮町 205-1 井宮町公会堂 1F 

いのみやエスカルゴ 

12 

31-04-C0148 

葵区 西草深町   

城内地区社協 御器屋区健康のつどい 

13 

31-04-C0152 

葵区 西草深町   

西草深らくらく体操 

14 

31-04-C0149 

葵区 東草深町   

城内地区社協 千寿会 

15 

31-04-C0150 

葵区 東草深町 11-3 三加番神社 

城内地区社協 草深ふれあいの会 

16 

31-05-C0154 

葵区 東草深町 3-18 アイセル 21 

城内地区社協 水落町三区ふれあいサロン 

17 

28-04-C0031 

葵区 城内町 1-1 静岡市中央福祉センター3 階 
 
一般社団法人 静岡市老人クラブ連合会葵区支部 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

18 

28-09-C0081 

 

 

 

葵区 城内町 1-1 静岡市中央福祉センター2 階 

静岡地区ボランティア連絡会 

19 

31-05-C0153 

葵区 城内町 1-1 静岡市中央福祉センター 

城内地区社協 城内ふれあいの会 

20 

29-08-C0116 

葵区 伝馬町   

ハーモニカクラブ N 

21 

29-03-C0108 

葵区 横田町   

静岡ハーモニカクラブ 

22 

29-05-C0112 

葵区 春日 2-8 春日マンション集会室 

春日健康サロン 

23 

28-04-C0026 

葵区 東鷹匠町   

楽笑クラブ 東鷹 

24 

28-06-C0035 

葵区 大岩町   

安東地区 大岩町シニアクラブ 千寿会 

25 

30-06-C0134 

葵区 大岩町   

安東地区社協 大岩のぞみ会 

26 

28-08-C0075 

葵区 北安東   

テイクⅡ 

27 

28-08-C0073 

葵区 岳美 15-65 
静岡市農協農業協同組合東
部営農経済センター 

JA 静岡市 JA 静岡市千代田女性部 トマトグループ 

28 

28-04-C0029 

葵区 北安東   

竜南地区 柳和会 

29 

28-07-C0051 

葵区 北安東   

安東地区 さわやかクラブ 

30 

30-04-C0129 

葵区 竜南   

エコハウスしずおか 

31 

30-03-C0128 

葵区 東千代田   

上土団地 茶遊会 

32 

28-08-C0065 

葵区 古庄   

あわしまさんカフェ 

33 

28-07-C0060 

葵区 古庄   

ワンコイン茶会 

34 

28-06-C0040 

葵区 南沼上 2-10-1 南沼上東部町内集会所 

高齢者のつどい「ほっと」 

35 

31-05-C0156 

葵区 瀬名 2-32-43 西奈生涯学習センター 

リンク西奈フラサークル 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

36 

02-07-C0163 

葵区 瀬名 2-32-43 
西奈生涯学習センター及び
郷倉 

郷土史クラブ 

37 

30-03-C0127 

葵区 瀬名   

西奈マジッククラブ 

38 

30-10-C0143 

葵区 瀬名   

ひまわり 

39 

30-01-C0123 

葵区 北沼上   

千郭会 

40 

28-07-C0050 

葵区 長尾   

静岡市長尾川老人福祉センター 

41 

28-08-C0076 

葵区 瀬名川   

どくしょ塾 

42 

30-08-C0137 

葵区 南   

南奥 ご近所サロン 

43 

28-04-C0008 

葵区 東   

麻機地区 麻機シニアクラブ 東寿会 

44 

30-05-C0132 

葵区 北 2-19-12 麻機北公民館 

麻機地区 猿田川クラブ 麻機北公民館 

45 

29-01-C0100 

葵区 北   

麻機地区 麻丘クラブ 

46 

02-04-C0162 

葵区 北   

麻機ケ丘女子会 

47 

02-03-C0161 

葵区 平和 1-17 平和町公民館 

井宮地区社協 平２ おとな会 

48 

28-06-C0036 

葵区 籠上   

篭上 でん伝体操教室 

49 

29-06-C0113 

葵区 伊呂波町   

にこにこ会 でん伝体操 いろは・秋山会場 

50 

29-12-C0121 

葵区 新伝馬 3-8-8 新伝馬町内会公民館 

井宮北 にこにこ会 でん伝体操 新伝馬会場 

51 

30-12-C0144 

葵区 上伝馬   

賤機南地区社協 若葉クラブ 

52 

29-02-C0106 

葵区 松富   

賎機地区 松富シニアクラブ松寿会 

53 

28-04-C0003 

葵区 山崎   

ほほえみ山崎 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

54 

28-04-C0001 

葵区 千代   

千手会 

55 

31-08-C0160 

葵区 羽鳥   

花のわ 

56 

30-10-C0141 

葵区 羽鳥   

服織地区社協 羽鳥二丁目 たすけあいの会 

57 

30-10-C0142 

葵区 羽鳥   

服織地区社協 ともしび 

58 

29-10-C0118 

葵区 羽鳥   

羽鳥 5 丁目町内会 たんぽぽの会 

59 

28-04-C0030 

葵区 羽鳥   

羽鳥柿田町 TAK よつば会 

60 

29-11-C0119 

葵区 羽鳥   

服織地区社協 助け合いの会 おひさま羽鳥下 

61 

29-10-C0117 

葵区 羽鳥   

服織地区社協 久住・山脇地区 たすけあいの会「もみじ会」 

62 

31-05-C0155 

葵区 羽鳥大門町   

スマイル大門 

63 

28-07-C0052 

葵区 建穂   

建穂福手会 

64 

28-11-C0095 

葵区 飯間   

JA 静岡市 ひかりの会 

65 

31-06-C0158 

葵区 大原   

中藁科地区社協 福ろうはやぶさ隊 

66 

28-04-C0007 

葵区 足久保口組   

足久保地区社協 足久保地区社会福祉協議会 

67 

28-09-C0083 

葵区 足久保口組   

美和地区 足久保生き生きクラブ 

68 

28-11-C0099 

葵区 油山   

松野地区 おしゃべりカフェ 

69 

28-11-C0098 

葵区 長熊   

玉川地区 寿恵広会 

70 

28-09-C0082 

駿河区 寿町   

ハーモニカ あすなろ会 

71 

31-06-C0157 

駿河区 八幡 1-2-13 森下公民館 

八一ふれあいの会 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

72 

28-11-C0096 

駿河区 南八幡町 25-21 
静岡市南部生涯学習センタ
ー 

ハーモニカクラブ アンジュ 

73 

29-01-C0102 

駿河区 石田   

南部地区 恵美シニアクラブ 

74 

31-03-C0147 

駿河区 宮本町 9-3 
神明神社境内 老人集いの
家 

大里西地区社協 神社カフェ 野バラ 

75 

28-09-C0085 

駿河区 中野新田 349-1 エン・フレンテ内 

お茶処 エン・フレンテ（認知症カフェ） 

76 

28-04-C0021 

駿河区 中島 2896-3 中島団地公民館 

中島団地健康教室 

77 

29-07-C0115 

駿河区 中島 1457 中島浜公民館 

中島地区社協 浜のなかま 

78 

30-09-C0139 

駿河区 中島   

サロン さんすい会 

79 

28-04-C0016 

駿河区 西島 524-1 西島集会所 

ほっとサロン笑輪 

80 

28-04-C0033 

駿河区 西島   

サロン パンジーの会 

81 

28-09-C0079 

駿河区 西脇   
公益社団法人 静岡県聴覚障害者協会 就労継続支援 B 型 ありんこ
の里 

82 

28-11-C0097 

駿河区 西脇   

JA 大里 ラジオ体操会 

83 

28-04-C0019 

駿河区 下島   

下島シニアの集い 

84 

28-04-C0015 

駿河区 高松 2571 高松敷地自治会館 

敷地シニア お楽しみ会 

85 

29-04-C0109 

駿河区 高松 3000 高松宮竹多目的広場 

宮竹黒潮毎日ラジオ体操会 

86 

28-04-C0013 

駿河区 高松 2-16-35-4 神明原公園集会所 

三水くらぶ 

87 

28-04-C0025 

駿河区 高松 2-12 高松神明原公園集会所 

公園カフェ 

88 

28-09-C0077 

駿河区 高松   

ぴーすねっと駿河 

89 

28-04-C0023 

駿河区 宮竹   

宮竹学区社協 宮竹学区社協 ふれあい宮竹会 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

90 

28-04-C0024 

駿河区 敷地   

サロン汐入 

91 

28-04-C0012 

駿河区 有明町 10-6 12 号棟 1 階 

富士見地区社協 ふれあい交流の場 なごみ 

92 

29-06-C0114 

駿河区 登呂   

まある 

93 

28-04-C0018 

駿河区 曲金   

地域の居場所 カフェ蔵 

94 

29-03-C0107 

駿河区 曲金 3-1-30 南部保健福祉センター 

介護者交流会互笑会 

95 

31-07-C0159 

駿河区 曲金   

西豊田地区 曲金二丁目１区自治会 

96 

28-10-C0091 

駿河区 小鹿 2-2-1 
静岡県立大学短期大学部静
岡校 

小鹿薬大毎日 ラジオ体操会 

97 

28-06-C0039 

駿河区 小鹿   

生き生き健康クラブ 

98 

28-04-C0014 

駿河区 池田 1833-34 代官町公民館内 

ひまわりサロン 

99 

28-08-C0069 

駿河区 聖一色   

大正琴有志会 

100 

28-07-C0059 

駿河区 大谷   

大谷地区 洋光台シニアクラブ 

101 

28-08-C0070 

駿河区 大谷   

大谷地区 大谷グランドゴルフ同好会 

102 

30-04-C0131 

駿河区 大谷   

大谷ハーモニカ教室 

103 

28-04-C0032 

駿河区 大谷   

大谷地区 西大谷 千寿クラブ 

104 

29-05-C0110 

駿河区 大谷   

東大谷千寿クラブ 

105 

28-11-C0094 

駿河区 向敷地   

長田北地区 第 2 向寿会 

106 

30-06-C0133 

駿河区 丸子新田   

丸子新田居場所サロン「ふるさと Coco」 

107 

03-05-C0168 

駿河区 みずほ 2-19-2 みずほ公民館 

長田東地区社協 長田東「ささえ愛」 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

108 

28-07-C0056 

駿河区 丸子   

丸子沢川・2 丁目でんでん体操 

109 

29-12-C0120 

駿河区 広野   

おともだち 

110 

28-07-C0046 

駿河区 用宗 5-21-10 
静岡市用宗老人福祉センタ
ー 

静岡市用宗老人福祉センター 

111 

28-04-C0005 

清水区 小芝町   

江尻地区社協 江尻地区社会福祉協議会 

112 

28-09-C0078 

清水区 宮代町 1-1 
清水社会福祉会館はーとぴ
あ清水内 

ボランティア・あい 

113 

29-01-C0103 

清水区 宮代町 1-1 
清水社会福祉会館はーとぴ
あ清水内 

清水介護家族の会 

114 

30-04-C0130 

清水区 宮代町 1-1 
清水社会福祉会館はーとぴ
あ清水内 

はーとぴあ生け花ボランティア 

115 

28-10-C0086 

清水区 追分   
特定非営利活動法人 泉の会 活き生きサロン「寄ってっ亭」 泉の
会 

116 

03-06-C0169 

清水区 万世町 1-1-30 巴の園内 

浜田地区社協 はまだお助け会 

117 

28-04-C0022 

清水区 下清水町   

岡地区社協 岡地区社会福祉協議会 

118 

28-04-C0020 

清水区 大沢町   

白ゆりの会 

119 

30-09-C0140 

清水区 船越   

船越地区社協 船越地区社会福祉協議会 

120 

28-07-C0043 

清水区 船越   

静岡市清水船越老人福祉センター 

121 

02-10-C0165 

清水区 松井町   

ちょいボラしみず 

122 

28-04-C0017 

清水区 村松 534-2 不二見生涯学習交流館 

不二見地区社協 不二見地区社会福祉協議会 

123 

28-06-C0041 

清水区 日立町   

みんなの居場所「わくわく亭」 

124 

29-01-C0104 

清水区 清開   

清水老人憩の家 清開きらく荘 

125 

28-07-C0047 

清水区 駒越南町   

静岡市清水南部交流センター 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

126 

28-04-C0028 

清水区 駒越中   

NPO法人 駒越地区社協 ボランティアセンター こまごえ 

127 

28-07-C0045 

清水区 殿沢   

駒越地区 シニアクラブ駒越地区連合会 シニア殿沢クラブ 

128 

28-10-C0093 

清水区 迎山町   

駒越地区 駒越ハーモニカクラブ 

129 

28-08-C0067 

清水区 三保   

三保地区 シニアクラブ三保支部女性部の会 

130 

28-09-C0080 

清水区 折戸   

三保地区社協 三保地区社会福祉協議会 

131 

28-07-C0055 

清水区 折戸   

静岡市清水折戸老人福祉センター 

132 

28-07-C0054 

清水区 八坂町   

静岡市清水北部交流センター 

133 

28-06-C0038 

清水区 八坂東   

飯田地区社協 飯田地区社会福祉協議会 

134 

28-08-C0068 

清水区 蜂ケ谷   

飯田地区 蜂ヶ谷明蜂会 

135 

30-02-C0125 

清水区 柏尾   

ファミリーギターサークル 

136 

30-02-C0126 

清水区 柏尾   

フレンズ 

137 

02-07-C0164 

清水区 草薙   

有度地区社協 草薙テラス 

138 

02-12-C0167 

清水区 平川地   

駿河情操教育研究会シニア文化教室 

139 

28-04-C0004 

清水区 西久保   

袖師地区社協 袖師地区社会福祉協議会 

140 

28-04-C0027 

清水区 山切   

庵原ボランティア連絡会 

141 

28-07-C0053 

清水区 興津中町   

清水東部老人憩の家 

142 

28-08-C0064 

清水区 興津東町 891-2 先 興津東町自治会館 

興津地区 興津東町自治会 

143 

28-04-C0009 

清水区 但沼町 284 小島生涯学習交流館内 

小島地区社協 小島地区社会福祉協議会 
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お問い合わせ 

NO. 
登録番号 

所在地 
施設名 

144 

28-07-C0049 

清水区 蒲原神沢   

静岡市蒲原老人福祉センター 

145 

30-01-C0124 

清水区 由比  
由比区第一第二町内会集会
所 

由比地区 ほっこりサロン 

146 

28-08-C0063 

清水区 由比北田   

静岡市由比交流センター 

147 

30-01-C0122 

清水区 由比町屋原 363-1 西山寺自治会館内 

由比地区 価千金なかよしサロン 

148 

31-01-C0145 

清水区 由比阿僧 34-2 NPO 法人「ふれあい由比」内 

ゆい結びあい 

 


