
平成 30年度 長寿たすけ愛講演会 募集要領 

 

1. 趣旨 

「長寿たすけ愛講演会」は、明るく活力ある健康長寿社会の構築を参加者の皆さまととも

に考え、実践することを目的に、「勉強、運動、笑い」の要素を取り入れた講演会として各

分野でご活躍の講師をお迎えし、応募いただいた団体と協働して全国各地で講演会を開催し

ます。 

 

2. 応募条件 

次の各号をすべて満たすこと。 

(1) 「長寿たすけ愛講演会」のみ開催を希望する団体、または団体が開催するイベント等に

併せて「長寿たすけ愛講演会」の開催を希望する団体。 

(2) 行政機関から後援名義が得られること。 

(3) 開催会場の確保・設営・運営業務全般・参加者募集の業務を行って頂けること。 

(4) 当該事業予算が確保できること。 

※応募内容によっては、ヒアリングを実施することもあります。 

 

3. 助成金額 

開催に当たり、参加者と開催規模を勘案し、100 万円～300 万円を限度に助成します。 

なお、会場使用料は、助成対象外です。 

 

助成金額の目安 

集客規模 助成金額の目安 

500 人未満 100 万円程度 

500 人以上 1,000 人未満 200 万円程度 

1,000 人以上 300 万円程度 

 

※助成金額は開催予定会場の収容人数及び申請積算金額の妥当性を勘案し、金額を調整する

こともあります。 

※助成金額の経費執行は、財団が行います。 

※経費項目の按分による支払いはできません。 

 

4. 応募方法 

申請書の以下の様式を当財団のホームページよりダウンロードし、所定事項を記載のうえ、

下記宛てに特定記録郵便もしくはレターパック等追跡可能な方法により原本 1 部を郵送し

てください。 

 申請書 

 積算内訳書 

 



以下資料は任意でご提出ください 

 過去に開催した講演会等のチラシやパンフレット等の資料 

 開催を希望する団体の概要がわかるパンフレットやホームページの写し 

 

申請書提出先 

〒470-2101 

愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1－1 

あいち健康の森健康科学総合センター4 階 

公益財団法人長寿科学振興財団 事業推進課 宛 

 

5. 応募期間 

 平成 29 年 8 月 1 日（火）から平成 29 年 10 月 2 日（月）まで 

 

6. 内定 

応募締切日から 1 か月以内に文書で内定を通知します。 

 

7. 交付決定通知  

本募集は、財団の開催年度の予算が成立した後、正式に交付決定通知を送付します。 

 

8. お問い合わせ先 

公益財団法人長寿科学振興財団 事業推進課 担当：山口・金子 

ＴＥＬ  0562-84-5411 

ＦＡＸ  0562-84-5414 

E-mail  research@tyojyu.or.jp 

  



参考 

長寿たすけ愛講演会の過去の開催例 

 

1．単独開催の場合   

平成 28年 多治見市悠光クラブ連合会様との開催例 

開催日：平成 28 年 11 月 12 日（土） 会場：バロー文化ホール 大ホール 

時間 内容 備考 

13：00～13：20 長寿たすけ愛講演会開会式 経費内訳は

表 1の通り 

 13：25～14：10 講演会 1 

「世界最高峰をめざすための『超健康法』」 

講師：三浦 雄一郎 先生（プロスキーヤー） 

14：20～15：00 講演会 2 

「すこやかな 100歳をめざして、気軽に体操、今日も元気！」 

講師：武井 正子 先生（順天堂大学 名誉教授） 

15：15～16：00 講演会 3 

「ドクターらく朝の健康落語」 

講師：立川 らく朝 氏（落語家） 

 

表 1：長寿たすけ愛講演会 2016in 多治見 経費内訳（参加者数：1,000 名） 

費目 内訳 財団助成分 
多治見市悠光クラブ

様負担分 
経費合計 

謝金 講師等謝金 1,575,137円 0円 1,575,137円 

旅費 講師等旅費 71,020円 0円 71,020円 

消耗品費 舞台花など 82,146円 19,212円 101,358円 

印刷製本費 案内チラシなど 151,562円 90,903円 242,465円 

通信運搬費 案内状発送など 11,003円 0円 11,003円 

使用料及び賃借料 バス借上げなど 117,100円 0円 117,100円 

雑費 傷害保険料など 118,408円 33,650円 152,058円 

合計  2,126,376円 143,765円 2,270,141円 

 

※開催チラシまたは実施報告の詳細は財団ホームページに掲載しております。 

長寿たすけ愛講演会 2016in 多治見 実施報告 

https://www.tyojyu.or.jp/moyooshi/tasukeai/tasukeai2016-tazimi.html 



2．他のイベントと併せて開催する場合   

平成 28年 京都府老人クラブ連合会様との開催例 

開催日：平成 28 年 10 月 14 日（金） 会場：京都テルサ テルサホール 

時間 内容 備考 

10：30～11：40 創立 50周年記念 

第 37回京都府老人クラブ大会式典 

別イベント

を開催 

12：30～12：40 長寿たすけ愛講演会開会式 たすけ愛講

演会として

開催 

※経費内訳

は表 2の通

り 

 

12：40～13：25 講演会 1 

「自分で取り組む認知症予防の方法」 

講師：島田 裕之 先生（国立長寿医療研究センター 部長） 

13：25～14：00 講演会 2 

「認知症予防の実践～コグニサイズ～」 

講師：堤本 広大 先生（国立長寿医療研究センター 研究員） 

14：15～15：30 講演会 3 

「花子の生き生きライフ」 

講師：宮川 花子 氏（漫才師） 

 

表 2：長寿たすけ愛講演会 2016in京都 経費内訳（参加者数：800名） 

費目 内訳 財団助成分 
京都府老人クラブ様 

負担分 
経費合計 

謝金 講師等謝金 1,149,400円 74,000円 1,223,400円 

旅費 講師等旅費 53,520円 49,290円 102,810円 

消耗品費 舞台花など 17,340円 143,777円 161,117円 

印刷製本費 案内チラシなど 141,844円 258,337円 400,181円 

通信運搬費 案内状発送など 25,704円 35,775円 61,479円 

使用料及び

賃借料 
会場使用料など 0円 367,990円 367,990円 

雑費  0円 84,002円 84,002円 

合計  1,387,808円 1,013,171円 2,400,979円 

 

※実施報告の詳細は財団ホームページに掲載しております。 

長寿たすけ愛講演会 2016in 京都 実施報告 

https://www.tyojyu.or.jp/zaidan/about-jigyo/koueki2/tasukeai/2016inkyoto.html 


