
1
全国パーキンソン病友の
会大阪府支部

パーキンソン病の患者・家族・遺族が中心となり、諸団体と連携し、医療体制の確立及び福祉の向上を求め、社会
的啓発活動や会員相互の親睦・組織の充実を図ることを目的とし、会報やホームページなどによる広報を行うとと
もに、国施策や保険・医療などの動き並びに障がい者福祉等に関する情報提供を行います。
【HP】https://www.osaka-pda.com/

第２日曜日　午後④ 24
NPO法人レッド・ベレーズ
生涯学習事業部（RBCC)

ＮＰＯ法人　レッド・ベレーズの設立目的に合わせて各事業をより充実したものにするためにラボのブースを使用し
て学習及び、交流をしています。現在、ビデオクラブ（第2土曜日午後）・手話の会（第2土曜日夜間）・パソコンクラ
ブ（第4土曜日午後）・おしゃれクラブ（第4土曜日夜間）・韓国手話（第2、4木曜日夜間）の5つのサークルがラボで
定期的に活動しています。【HP】http://www.red-berets.com/

第２・４土曜日
午後・夜間④

毎週木曜日　夜間②

2
朗読グループＴＯＮＴＯ
Ｎ

朗読のスキルアップを目的に、声を磨き多くの作品を読み、心に響く朗読を目指し、音訳活動や読み語りボラン
ティアのサポートを行っています。月2回グループ練習会や朗読スキルアップ講座、おはなし会などの出前講座
（年3回）、ボランティアの為のスキルアップ講座（パネルシアター、エプロンシアター、組木など）制作指導や演じ方
指導も行っています。

毎週火曜日午後・夜
間①

（第２週のみ③）
25

特定非営利活動法人　ゴ
ダイ

元気な高齢者をつくり「いきいき長寿社会」実現のお手伝いとして、高齢者も参加しやすい事業を企画実行してい
ます。大阪のNPOとして「なにわの伝統」にこだわっています。日本風景街道に関わる団体として、大阪府、国土交
通省に協力しています。

第２火曜日　午後・夜
間①

第４火曜日　午後④
夜間②

3 共生ひろば
「共生ひろば」は、識字・日本語教室「よみかき茶屋」の、外国人学習者と地域市民とが積極的に交流し、互いに国
際理解を深める場を持つことを目的としています。総合フェスタ、ネットワークサロンを毎年実施する他に、大阪市
内中学校生徒との交流会や市民学習センターでの取り組みなどを継続的に行っています。

毎週土曜日　午後③ 26
関西で楽しく国際交流す
る会

関西地区に住む外国人と日本人が、国や文化、価値観のちがいを越えて相互に友情と理解を深めることのできる
居心地の良い友達作りの場を、ピクニック、花火鑑賞等の楽しく国際交流できるイベント開催によって提供すること
を目的として活動しています。　【HP】http://engei.exblog.jp

第３土曜日　午後④

4 ファミリーサポート協会
親や家族を心理的な側面からサポートするために活動しています。具体的には「ノート法」という手法を用いたカウ
ンセリング、「子育てセミナー」、「自分育てセミナー」、「聴く力をつける講座」、「夢分析講座」、「東山紘久先生と語
る会」、などの講座を開催すると共に、講師派遣も行っています。 【HP】http://www.eonet.ne.jp/~famisapo/

年１２回利用 27 アロマグループ「てて」

アロマセラピストによるボランティア団体です。アロマテラピーという香りがもっているチカラを伝える機会とアロマの施術
技術を役立てる場を、ボランティアという形で活動していくために設立。アロマトリートメントを中心に、アロマによるケアを
継続的に行うことを大切にしています。福祉施設や病院、子育て支援の場でのアロマトリートメントを実施したり、アロマ
講座を行っています。 【HP】http://tetearomagp.wix.com/tete

年１２回利用

5

特定非営利活動法人 フラ
ワーセラピー研究会　大
阪支部

花（植物）を通した社会参加、花でコミュニケーションの実践として「フラワーボランティア活動」を行っています。花
の福祉レクリエーション・アクティビティを高齢者施設、障がい者施設に提供する生涯学習、総合学習、ボランティ
ア、福祉の分野にも広がりを見せています。 【HP】http://www.flowertherapy.net/

第２日曜日　午後③ 28
全国生涯学習音楽指導員
協議会　大阪支部

全国27支部で、生涯学習の視点に立ち、地域の音楽事業のサポートや音楽の学習指導、音楽イベントの企画か
らコーディネート等、子どもから高齢者に至るまで地域の人々の幅広い音楽ニーズをサポートします。
【HP】http://nwosaka.o.oo7.jp/

年１２回利用

6
NPO法人 精神障害と社会
を考える啓発の会

精神疾患・精神障がい（者）に対する正しい知識と情報を伝え広めることを目的に、差別偏見のない社会をめざした啓蒙
活動を行っています。 具体的には、「ストレスとうつ予防」、「発達障害」、「認知症」、「統合失調症」などをテーマに、より
多くの方々に、精神医療・保健・福祉の正しい知識と情報を理解していただけるよう講演会やシンポジウム等を開催しま
す。　【HP】http://seishakei.com

第２・４月曜日　夜間
①

29
特定非営利活動法人　ITC
近畿会

経営とITにかかる諸問題を専門的に研究・実践することを通じて、近畿圏内の企業団体における情報化の推進、社会的
地位の確立、ITCノウハウが向上することによって、経済活動の活性化及び情報化社会の発展に寄与することを目的に
設立しました。安全な情報セキュリティーの理解を促し、楽しく便利な社会を協働していくための人材育成に努めていま
す。 【HP】https://itckinki.jp

第４木曜日　夜間①

7
特定非営利活動法人 まち
かど探検クラブ

生涯学習を通して、生きがいづくり、健康づくり、まちづくりを進めることを目的とし、単なるウォーキングや散歩だ
けでなく①楽しいまち歩きを通して大阪の文化歴史の再発見と②生きがいづくりを目指し③現地を歩くことで健康
づくりと④人々の出会いの中で仲間作りにつながるまち歩きの歓びを共有していくことを目指し活動する。

第２・４月曜日　午後
①

30 花の会
花好き、植物好きの人であれば、初心者、経験者を問わず、交流の場として集まっています。第三水曜日の昼間、
夜間にワークショップを開催しています。また、フリーマーケットへの参加など積極的に行っています。
【HP】http://hanakai-bloomist.jimdo.com/

第３水曜日　午後・夜
間①

8
家計をＳＨＩＥＮ　るぅ
の会

ファイナンシャルプランニングの普及を目的とし、家計を総合的にＳＨＩＥＮすることを目的に活動しています。
具体的には、毎月１回総合生涯学習センター等を利用した市民向けセミナーの実施、セミナー後は参加者の希望
に応じて無料相談会を実施、テーマは生活のお金に関するものを取り上げます。
【HP】http://www.kumasense.com/roux/roux.html

年１２回利用 31 ドーン･ビデオメイト
ドーン・センターの文化表現事業「女性のためのビデオ講座」修了生有志でグループを結成。主に女性の視点から
様々な問題をテーマにビデオ制作発信する。ビデオの撮影講座の他、地域のビデオコンテストに作品を出品して
います。 【HP】http://blog.goo.ne.jp/dawnvideomate/

年１２回利用

9
アゥルデジタルフォトク
ラブ（ODPC)

デジタルフォトを通じて、聴覚障害者相互の親睦と、社会参加の促進を図ることを目的に活動しています。
アゥルデジタルフォトクラブは、聴覚障害者の写真クラブです。メンバーは全員手話でコミュニケーションをとりま
す。毎週水曜日に、ラボに集まって、撮影会の打ち合わせや、パソコンでの写真処理の研究をしています。

毎週水曜日
午前・午後④

32 いちょう大学同窓会
大阪市いちょう大学修了生を中心とする同窓会を組織し、会員相互の親睦を深め高齢者社会の規範となることを
目的として活動しています。総会、講演会、文化祭の開催、会報の発行や親睦旅行、教養・健康作り講座の開催、
一般市民を対象とした土曜学習会の開催などを行っています。

毎週水曜日　午前①
（第2週のみ③）

10 バルーンアート同友会
キッズプラザでボランティアとして活動していたＯＢ及び現役メンバーから始めたグループです。バルーンアートの
技術向上、習得を図るとともに幅広いボランティア活動に積極的に取り組んでいます。主に総合生涯学習センター
でのイベント、キッズプラザ大阪、クレオ、関西テレビ、一心寺等で活動。  【HP】http://balloon-kidz.jimdo.com/

第２土曜日　午前① 33
一般社団法人 関西まちづ
くり協議会

関西まちづくり協議会は、『まちづくり』の課題について、民学産官が協力して調査・研究を行い、その成果の発表と相互
交流を図ることを通して、市民生活の向上と地域の発展に寄与することを目的としています。まちづくり活動の仲間を探
している、人的交流・知識を深めたい、ノウハウを得たいといったニーズにお応えするべく、まちづくり活動に関わる仲間
のネットワークづくりを通し、活動したい人の実践の場を創ります。　【HP】http://kansai-machinet.org/

第２土曜日　午後②

11 ひつじ短歌会

初心者の方でも楽しく短歌を詠めるようになる短歌会です。現代の秀歌を鑑賞し、表現のおもしろさや作者の思い
を味わいます。会員みんなで、自分の想いを短歌でより豊かに表現するために切磋琢磨しています。その他、短
歌ワンポイントや穴埋めクイズ、付け句遊びなどを楽しみながら短歌の上達を目指しています。
【HP】http://honokatanka.com/

第２・４金曜日　午後
④

34 POPとアート文字　Café

情報社会の中で「解りやすく伝える能力」が、社会人に必要な能力として注目を浴びています。この「特殊能力」を
習得し、自己表現・地域活性・社会貢献につなげたい方をサポートすることを目的としています。会員用スキルアッ
プ研修や一般の方向けにテーマ別セミナーを実施し活動のサポートをしています。　【HP】
http://designkoubouteru.com

第２水曜日　午後②
第４金曜日　夜間①

12
大阪の医療の未来を考え
る会

大阪の医療をよりよくするために患者が主体となり、現状の医療の改善を訴えてきました。未来の地域医療・介護
全般を考え支援するために活動しています。ネットワーク・ラボやセンター内会議室にて研修会や、医療セミナー、
ピアサポート等を開催しています。一緒になって考える仲間を募集しています。
【HP】http://grape-osaka-mirai.jimdo.com.

第２土曜日　午前③ 35 押し花フルール・ねっと
「押し花」を通した心豊かな社会づくりと自己実現をめざして、生涯学習活動、社会活動、文化活動を推進していき
ます。具体的には、ネットワークサロン等の各種講座の開催、押し花作品展の開催、押し花技術習得、交流。押し
花作品講評会を実施。総合フェスタへの参加。　【HP】http://osibana-f.hatenablog.com/

第２月曜日　午後④
第３金曜日　夜間④

13 福祉夢ひろば

私たちは大阪府知事から認定を受けたシルバーアドバイザーとして、福祉ボランティア活動を行い、地域の障がい者の
自立支援、生きがいづくりに貢献することを目的とし設立されました。その一環として、私たちが運営する「福祉夢ひろ
ば」のホームページで大阪府内の授産施設（障がい者のための福祉作業所）で作られる授産製品を無償で広く掲載し紹
介しています。さらにイベント会場での授産製品の展示・販売も行っています。　【HP】http://fukushi2yume.web.fc2.com

第４月曜日　午後③ 36

日本ファシリテーション
協会 関西支部　運営委員
会

ファシリテーションの普及・啓発を目指して作られた民間非営利団体です。（2004年1月に特定非営利活動法人の
認証を取得）。ファシリテーションに関わる調査・研究事業、教育・普及事業、支援・助言事業、交流・親睦事業等、
幅広い活動を展開しています。　【HP】https://www2.faj.or.jp/

第４木曜日 夜間④

14
ＰＫＧ２３（ピーケー
ジー２３）

市民グループとしての学びの場や実践に取り組み、おもちゃ作りを通して広く市民の生涯学習に貢献するため活
動しています。各種イベントに参加し、親子で一緒におもちゃ作りをしています。主なイベントは、難波の宮フェス
タ、キッズプラザ大阪の夏休みと正月のイベント、ＯＡＰクリスマスイベント、総合フェスタ、クレオ大阪中央フェスタ、
ネットワークサロン、関西テレビ＠カンテ～レ等です。　【HP】http://1st.geocities.jp/pkg23rabodenakayosi/

第２日曜日　午後① 37
日本語教室とランゲージ
エクスチェンジの会

外国人の方への日本語学習のサポートをしている“日本語教室”とお互いが学び合う“語学交換学習（ランゲージ
エクスチェンジ）”は、毎週月曜日に開催。また、外国人の方も活躍できる“会話グループ（現在、英語/中国語/韓
国語/日本語）”も第１，３月曜日に開催しております。

第２・４月曜日 夜間
④

15 タオル帽子の会
医療の現場で必要とされる「タオル帽子」。現在、国立大阪医療センターへ「タオル帽子」の寄贈活動をおこなって
います。「タオル帽子」の作成を通して作成者の増加と「タオル帽子」の普及に努めています。

第１金曜日　午後③ 38
日本防災士会　大阪府支
部　大阪市ブロック

日本防災士会は、地域防災力向上のために活動しています。大阪市ブロックでは、防災士の交流やスキルアップ
と防災意識向上のために、月１回の勉強会、定例会を開催しています。平常時は、地域や企業における防災意識
の啓発活動、訓練、研修などの実施を行っています。また、災害時には初期消火活動や救出活動、避難誘導など
を行い、災害発生後には避難所運営や被災者支援活動を行います。【HP】https://www.facebook.com

第４土曜日　午後①

16 大阪府歩け歩け協会

歩け歩け活動を通じて自然に親しみ、会員相互の親睦・健康・体力の増進などを図るため活動しています。大阪
府下及びその周辺でコースを設け、毎月３～５回の例会を実施し、毎回１５０名～３００名程度の参加を得ていま
す。当日、集合場所にきていただければどなでも気軽にウォーキングを楽しんでいただけます。　【HP】
http://www.owa.gr.jp

第４木曜日 午後④ 39 傾聴スペース　てくてく
メンバー各自が、それぞれの専門分野の知識をもちより、スキルアップを図るとともに、社会と関わりを持ち貢献す
るために、自分たちが企画・運営・実践する活動グループをめざしています。　　【HP】http://keityou-space-
tekuteku.jimdo.com

第２土曜日 午後①

17 ビーエスプロジェクト

有効なアイデアやひらめきが生まれる「ブレインストーミング」の知識を深め、実施スキルを身につけるために活動
しています。定例会では、毎回ブレインストーミングを実施、総合フェスタにはミニ体験や展示、ポスターセッション
などで参加。またブレインストーミングを体験できるワークショップを企画・開催しています。　【HP】
http://blogs.yahoo.co.jp/bsproject.kitakuism

第１水曜日　夜間①
第３水曜日　夜間③

40 NPO法人　木育フォーラム

子どもたちを含む様々な世代に対して、木への親しみや文化への理解を深めるため、木の良さやその利用の意義
を学ぶ活動である「木育」を普及・推進することで、循環型社会を目指ために、森林・木材等の価値の創造に寄与
することを目的としています。木の良さ、ものづくりの楽しさを発信することによって、木材の有効利用をとおして、
失われた循環を取り戻す活動を行っています。　【HP】http://mokuiku.org

年１２回利用

18 墨歩会

心豊かに書道を学ぶ者、指導者間の交流、展覧会の実施を通じて会員相互の技術向上および伝統書道を学ぶための
教材を作成し、スキルを共有することを目的に、大阪市立総合生涯学習センターギャラリーでの展覧会(墨歩展)、イン
ターネット上でweb書道作品展を実施し、書道の楽しさ、親しみやすさ、学ぶことの魅力を発信しています。
【HP】http://labo.bokuho.net/

第２火曜日　夜間④
第４火曜日　夜間③

41 よこの会

企業、職種、世代を超えて集まった働く女性のネットワークです。働く女性が、よこのネットワークを広げることによって働
いていく上での悩みや解決法、自分らしく生き、働くためのノウハウ、長く働き続ける知恵を学び合います。毎月の例会
では、会員や外部講師の話を聞いたり、ワークショップをする中で、未来にも役立つ情報や知識、視点を得られるように
会員内の意見交換、交流の場を設けています。会員以外の方の参加も可能です。　【HP】http://www.yokonokai.org

第４火曜日 夜間④

19
大阪市高齢者リーダー協
議会

会員が高齢者リーダーの資質を高め、学習ボランティアとして社会の発展に貢献すると共に、会員相互の親睦を
計ることを目的としています。

毎週水曜日　午後③ 42 生涯元気の会大阪
「100歳まで歩く」を目標に、生涯寝たきりにならない為の「意識」と「身体」「仲間」を作る、それが元気の会です。生
涯青春実現のため、転倒、骨折と認知症を予防することを目的としています。

第２日曜日　午前①

20 写団  清朋
全日本写真連盟に属する５つのクラブからなり、写真撮影と作品づくりの向上及び仲間作りを目的に活動していま
す。具体的には、毎月１回チャーターバスで合同撮影会に出かけ、毎月の撮影会での優秀作品の選抜と写真集
の発行も行っています。また、年1回の合同写真展を開催し、市民の皆さんにその成果を披露しています。

第２水曜日①
第１土曜日④
第４日曜日④
午前・午後

43 企業会計研究会
経済活動の主体である企業の実態を把握する技術である会計知識を、習得する必要性を多くのビジネスパーソン
に普及することを目的としています。「会計知識の必要性」をテーマにセミナーを開催できる普及員（講師）の育成
活動を行っています。

毎週土曜日　午前④
（第１週のみ②）

21
シニア生き活きネット・
フォーラム

インターネットを通じて交流の場を提供し、「生き活き」とした熟年生活が送れる仲間作りを目的として活動していま
す。パソコンの使い方や設定方法を会員同士で教えあいます。パソコン初心者でも分かるまで親切丁寧に。各種
オフ会で会員の親睦をはかり、健康な生活を支援します。
【HP】http://sky.geocities/siniaikiikinf/

毎週木曜日
午前・午後③

第１水曜日午後①
44 アート書クラブ

新しいスタイルの書『アート書』を広く多くの人に知ってもらい、興味のある人と一緒に楽しみ、アート書作品を作
り、生活の中に活かして、豊かな心で暮らす。好きなことが生きがいになるような〔アート書クラブ〕をめざし、活動し
ております。

第2金曜日①

22
特定非営利活動法人　ニ
ランジャナセワサンガ

インドにおける現地NGOと協働し、貧困家庭の子ども達への無償教育、孤児院等の運営支援等を行う。同時に日
本の支援者との情報交流や事業実施の為の広報、セミナー、イベント等の活動を行っています。
【HP】www.sewasanga.jp

年１２回利用 45
特定非営利活動法人 大阪
生涯学習推進協議会

様々な学びの場を提供することで、地域コミュニティを再構築し、地域分権型の社会づくりと生涯学習の増進に寄
与することを目的とし、生涯学習社会の実現を目指して活動を行っています。一例として、文部科学省生涯学習施
策の一部実施を行っています。　【HP】http://manabiosaka.com/

第１日曜日　午後①

23
一般社団法人 健康栄養支
援センター

管理栄養士・栄養士が中心となり、食生活を通して人々の健康増進、栄養状態の向上、改善、地域福祉の推進のため
活動しています。一般の方向けに、栄養講座の開催、栄養クッキング教室の開催、栄養指導、栄養相談、献立作成をし
ています。また、管理栄養士・栄養士の知識・技術向上を目的とした講習会や勉強会も開催しています。　【HP】
http://hns-japan.com/

年１２回利用 46
Tomorrow　History（トゥモ
ローヒストリー）

自分史を活用して、前向きに生きる人を増やしたいと考える自分史活用アドバイザーが集まって設立しました。自
分史は書くだけでなく様々な活用が可能です。自分を知り、自分を再評価できる自分史で元気に明日を生きる人
を応援します。自分史に興味のある方への制作指導を始め、自分史に関連する各テーマの講座や作品展示等を
行っています。

年１２回利用
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