
 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

９７ 和久高齢者健康づくり会 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

当会は毎月第三木曜日に、和久健康センターに６７歳から８５歳迄の１８名

が集い、和気あいあいの中にも緊張感をもって、健康体操に取り組んでいます。

センター２階会場からは白砂青松の土井ヶ浜海水浴場も望めます。和木宏泰講

師からスクワットの姿勢が下関で一番良いとお誉め頂いております。 

 

 

○ 活動の内容 

毎月第３木曜日に健康運動指導士 和木宏泰氏の指導で健康講話、ストレッ

チ、筋トレ、心肺機能向上訓練等で運動機能向上を図る。 

第一・二・四木曜日はオブザーバー（６５歳以下）を含め同上の運動を自主

的にトレーニングを行っております。 

 

○ 主な活動日・場所 

活動日： 毎月 第３ 木曜日 

時 間： ９：００～１０：３０ 

場 所： 和久健康センター 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

９８ 豊北なごみの会 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

楽しく笑いの多い教室です。いつまでも元気で暮らせるよう、毎週火曜日、

筋肉の柔軟性や筋力を向上する運動をはじめ、関節痛の予防体操、尿漏れ防止

法、脳トレ等を行っています。月２回は健康運動指導士が分かりやすく優しく

指導してくれます。そのほか会員同士の交流を深めるバスハイクにも取り組ん

でいます。 

 

○ 活動の内容 

介護予防のための運動療法や健康づくりの方法を月２回運動指導士を迎え

て教えていただく他、研修会、YouTube を活用するなど会員だけの自主トレ

ーニングやバスハイクなどを通して会員同士の交流を深めることで、住み慣れ

た地域でいつまでも元気に暮らせることを目指す。 

健康講話、脳トレ、呼吸法、姫トレ、有酸素運動、筋肉トレ、体幹トレーニ

ング、ストレッチ 

 

○ 主な活動日・場所 

  活動日： 毎週火曜日 

時 間： １０：００～１１：３０ 

場 所： 豊北保健センター 高齢者交流室 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

９９ 滝部運動クラブ 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

梨花の里による介護予防講座がきっかけで活動を始めた会です。 

「生涯自立で自由に動く」を目標に、自宅でできる運動を実践し習慣化を目

指し体力作りを頑張っています。地域の体力作りの拠点となれるよう、元気で

生き生きと過ごせる毎日のために、みんなで継続して活動出来ればと思ってい

ます。 

 

○ 活動の内容 

・血圧体重の測定、生活習慣の把握、運動継続の意識付け 

・運動継続の実施、運動継続の確認 

（ ストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニング等 ） 

 

○ 主な活動日・時間・場所 

活動日： 原則 毎月 第１、第３ 木曜日 

時 間： １５：００～１７：００ 

場 所： 久森集会所（滝部） 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１００ 田耕白滝運動継続クラブ 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

白滝荘による介護予防教室がきっかけで活動を始めた会です。 

「生涯運動継続」を目標に、自分のことは自分でできる自立した生活が続け

られる体力作りを目指して頑張っています。地域の体力作りの拠点となれるよ

う継続して取り組む気持ちを大事にして、活動的に前向きに日々頑張っていき

ます。 

 

○ 活動の内容 

・血圧体重の測定、生活習慣の把握 

・運動継続の実施、運動継続の確認 

（ ストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニング等 ） 

 

○ 主な活動日・場所 

活動日： 原則 毎月 第２、第４ 月曜日 

時 間： １５：００～１７：００ 

場 所： 田耕農林漁家婦人活動促進センター 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１０１ 粟野ふれあいの郷運動くらぶ 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

白滝荘在宅介護支援センターによる介護予防教室がきっかけで活動を始め

た会です。旧粟野保育園を地域で有効活用し、介護を予防するための運動の継

続を今後も続けていけるよう取り組んで参りたいと思います。 

 

 

 

○ 活動の内容 

・血圧体重の測定、生活習慣の把握、運動継続の意識付け 

・運動継続の実施、運動継続の確認、地域の交流の場を作るなど 

（ ストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニング等 ） 

 

○ 主な活動日・場所 

活動日： 原則 毎月 第２、第４ 木曜日 

時 間： １３：００～１５：００ 

場 所： 粟野ふれあいの郷（旧粟野保育園） 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１０２ オアシスクラブ島戸 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

介護予防の為に年間２４回楽しく運動をしている６５歳以上の女性１２名

の団体です。１０年間続けて居ります。今の体を維持する為にストレッチ、筋

トレ、脳トレ、リズム体操等をして居ります。いまだにコロナで自粛生活が続

いていますが、みんなこの教室に来てストレス解消をして居ります。 

 

 

○ 活動の内容 

毎月第一金曜日 

 介護状態にならない様に健康運動指導士から講義を受け、足腰を鍛える筋ト

レ等と、脳を使う為のリズム体操 

毎月第三金曜日 

 会員だけでラジオ体操から始め、ストレッチ、筋トレ等を行います。今回

は「サザエさん」「ズンドコ節」のリズムで健康体操します。それと頭も使う

体操をしたいと思います。 

 

○ 主な活動日・場所 

活動日： 毎月 第１、第３ 金曜日 

時 間： １３：３０～１５：３０ 

場 所： 山口県漁協豊浦支店 二階大広間 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載します。 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１０３ 豊北はつらつ元気教室OB 会 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

平成２６年に誕生し８年になります。会員の出入りは若干ありますが、プロ

の健康運動指導士の指導のもとでみんな楽しく活動しています。 

会員全員が豊北町内に住まいを持っている者ばかりですが、町外の方も歓迎

です。 

興味のある方は是非一度見学においで下さい。 

連絡を待ってまーす。 

 

○ 活動の内容 

高齢者自らが、健全な身体を維持すると共に活動によって、健康づくりの推

進向上はもとより、認知症予防及び転倒による傷害事故の防止で医療費の削減

に寄与し、会員増後のコミュニケーションの輪を広めて行く。 

実施内容は、プロの健康運動指導士による頭脳トレーニング、筋肉トレーニ

ング、ストレッチ、呼吸法、有酸素運動などを中心に、高齢者が過程において

も実施可能な運動。 

 

○ 主な活動日・時間・場所 

活動日： 毎月 木曜日（３回） 

時 間： １３：３０～１５：００ 

場 所： 豊北保健センター 高齢者交流室 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１０４ 角島だるま菊健康クラブ 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

健康体操を通じて、心も体もいきいきと、認知症予防、健康寿命を伸ばして

いけるようなグループをめざしています。 

 

 

 

 

○ 活動の内容 

介護予防・認知症予防・転倒予防のための体操（筋トレ、ストレッチ、脳ト

レ） 

地域交流、仲間づくりの推進活動 

 

○ 主な活動日・時間・場所 

活動日： 毎週 金曜日 

時 間： １０：００～１１：３０ 

場 所： 角島開発総合センター 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 

 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１０５ 八城健康体操友の会 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

特別養護老人ホーム白滝荘介護支援センターによる介護予防教室がきっか

けで活動を始めて、６年目になります。 

生涯、運動継続を目標に自分のことは自分でできる自立した生活が続けられ

る体力づくりを目指して頑張っています。地域の体力づくりの拠点とし、継続

して出会い、話し合いながら心と体を健康にして、笑顔で暮らしていきたいと

考えております。 

 

○ 活動の内容 

・血圧、体重の測定、生活習慣の把握、運動継続の意識付け 

・運動継続の実施、運動継続の確認等 

 （ストレッチ、有酸素運動、筋力トレーニング等） 

 

○ 主な活動日・場所 

活動日： 第１、第３ 火曜日 

時 間： １３：００～１５：００ 

場 所： 下畑自治会館（豊北町大字北宇賀１６８３番地１） 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１０６ 阿川百歩の会 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

白滝荘在宅介護支援センターによる介護予防教室がきっかけで活動を始め

た会です。せっかく集まるようになった機会を無駄にせず、運動を通して体力

作りを続けると共に地域内のつながりをつくり、年齢を重ねても安心して暮し

ていける仲間・地域づくりを目指して取り組んでいきます。 

 

 

○ 活動の内容 

・血圧・体温の測定の実施 ・生活習慣の把握 

・運動継続の実施と把握 ・ストレッチ 

・有酸素運動 ・筋力トレーニング等 

・地域の交流の場づくり 

 

○ 主な活動日・時間・場所 

活動日： 原則 毎月 第１、第３ 木曜日 

時 間： １３：００～１４：３０ 

場 所： 阿川浦自治会館 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 



 

 

 

高齢者健康づくり活動住民グループの紹介 

 

 

 

番号 団体名 

１０７ 粟野しらうお運動継続の会 

○ 団体の紹介、ＰＲ等 

白滝荘による介護予防教室がきっかけで活動を始めた会です。 

「生涯運動継続」を目標に、自分のことは自分でできる自立した生活が続け

られる体力作りを目指して頑張っています。地域の体力作りの拠点となれるよ

う継続して取り組む気持ちを大事にして、活動的に前向きに日々頑張っていき

ます。 

 

○ 活動の内容 

・血圧体重の測定、生活習慣の把握、運動継続の意識付け 

・運動継続の実施、運動継続の確認 

（ ストレッチ、有酸素運動、バランス、筋力トレーニング等 ） 

 

○ 主な活動日・時間・場所 

活動日： 原則 毎月 第１、第３ 月曜日 

時 間： １５：００～１７：００ 

場 所： 粟野浦自治会館 

 

※令和４年４月現在の情報を掲載しております。 

 

 


