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五十音順目次

目次ページ　1

あ ページ
(特活)あざみ 83

(公社) アジア協会アジア友の会枚方地区会 3

天の川・交野ケ原 日本遺産プロジェクト 115

天の川七夕星まつりの会 49

(特活)Aloha Eigo NPO 140

あんしんサポート御殿山(大阪高齢者生活協同組合) 15

(一社)泉学園 134

苺のいえ 35

イフィック(関西国際家族友好団体) 54

E-Vision.Japan 125

イラク平和テレビ局in Japanひらかた 8

WENT 50

エコ・スマイルひらかた 17

(特活)エスペランサ 92

(一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138

(特活)えほんのお部屋ひまわり畑 4

(特活)エンパワセツルメント 148

おおさか音楽療法 桜 81

(特活)大阪視覚障害ゴルファーズ協会 84

(社福)大阪水上隣保館　里親支援機関おひさま 153

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

(公社)大阪府鍼灸マッサージ師会枚方師会 88

(特活)大阪府民カレッジ・ひらかた校 108

大阪メチャハピー祭in枚方実行委員会 57

オカリナ教室「街」 152

音楽でリフレッシュ！ 24

か ページ
Come in Family Care 128

紙芝居サークルよっちゃん 2

(特活)雅夢(がむ) 60

ガールスカウト大阪府第１０１団 78

(特活)関西生活文化研究会おでかけ 119

きさいちチアリーディングクラブ RAINBOWS 124

(特活)キッズナビわかば 47

教育コンサルタントファーム　GAPP 45

キラキラ枚方ママ 102

(特活) きらく会 75

櫟俳句会 100

京都千年天文学街道(NPO花山星空ネットワーク) 44

くらわんかアーバンステージ 71

傾聴ボランティアグループ「ちょうちょ」 77

(特活)京阪総合カウンセリング 6



五十音順目次

目次ページ　2

(特活)けいはんな文化学術協会 43

「月桃の花」歌舞団 枚方支部 95

(特活)健康ライフサポート協会 97

香里ケ丘図書館を見守る会 132

子育て支援　まーま・えいど 104

(特活)コーチズ大阪 51

「こどもと本」香里ヶ丘市民学級 22

子どもへの経済援助を考える親の会 121

さ ページ
(特活)サイクルボランティア・ジャパン関西支部 25

桜丘中学校区健康リーダー 19

saku らーにんぐ 46

サークル風(漫才と演劇) 10

(特活)サンスクエア 13

手話サークル青柿 61

Joinネイチャースクール 30

心学塾作業所 130

新日本婦人の会 枚方支部 27

(特活)森林ボランティア竹取物語の会 66

すずらんの集い　― 一緒に考えてみませんか　福祉・介護 ― 131

スターダスト河内 127

スティックシアター 106

(特活)スノック 146

spring 141

(認特活)スペシャルオリンピックス日本・大阪 26

全日本年金者組合 枚方支部 中分会 79

た ページ
太極拳・気功サークル 42

太極拳　談遊会 147

たのしいおりがみ教室 145

(特活)つばさの会大阪 37

(特活)デイコールサービス協会 91

Dサポーターズ－教育の自由をとりもどす会－ 143

とっておきの音楽祭 in ひらかた 実行委員会 73

な ページ
中宮チャンゴの会 65

２回目の小学校 学級委員会 82

(特活)NALC「天の川クラブ」 5

(特活)日本ウミガメ協議会 109

(特活)ネパール支援　友の会 96

(一社) のあっく自然学校 58



五十音順目次

目次ページ　3

野の花映写会 150

は ページ
(特活)ハーモニークラブ 86

ハッピーマジック 56

はてなや 101

パナソニック松愛会ハムクラブ 16

パフォーマンスサークル「街」 126

ハンドメイドアクセサリー教室 リバリバ工房 105

美育会　Ｂｅｅ 114

BJ7 123

ビッグイシュー枚方 112

(特活)ひまわり七宝 55

百歳市民大学 40

ひらかたAKAYの会 53

枚方アマチュア無線クラブ 18

枚方“いきいきパソコン教室” 23

枚方いきもの調査会 28

枚方エコサイクル 122

枚方演劇連盟 59

(特活)枚方交野国際奉仕活動協会 76

(特活)ひらかた環境ネットワーク会議 39

枚方健康美活会 144

ひらかた子育て支援ネットワーク 21

(特活)ひらかた子ども食堂ファンクラブ 117

(特活)枚方市手話通訳協会 68

ひらかた自助具工房 11

(特活)枚方市障害者事業協会 63

枚方障害者スポーツ連絡会 32

枚方市スカウト協議会 1

枚方スポーツ拳法クラブ 116

(公財)枚方市スポーツ協会 149

枚方太極拳の会 7

枚方中部おやこ劇場 36

枚方そば打ち遊人会 33

枚方渚釣友会 29

ひらかたハートセラピー協会 89

ひらB 137

枚方ふれあいフェスティバル実行委員会 90

(特活)枚方マンション管理組合連合会 69

枚方マジック研究会 136

枚方南おやこ劇場 67

ひらかたプレーパーク実行委員会 151

広場さぷり 31



五十音順目次

目次ページ　4

ファミリーポートひらかた 9

藤阪子ども食堂隊 107

(特活) ホームベース 41

フラハイビスカス 113

(特活)ふれあいネットひらかた 85

放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」 52

平成寺子屋 74

(一財)星ヶ丘学園 87

Hippo しぇんろんファミリー 20

ま ページ
マジック同好会「レインボー」 142

マジシャンクラブM 133

(特活)ますくまんず 118

マタニティチャームズ 139

(一社)ママのチカラ協会 93

(社福)みすず福祉会 しらかばの郷 110

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135

未来創造プロジェクト みはるかすく 111

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

みんなでつくる広場「ちょこっと」 72

モーリーキッズわくわく冒険隊 129

や ページ
野外体験学習事務所 ﾊﾟﾜｰｽﾞｱｳﾄﾄﾞｱｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ 80

(社福)やなぎの里 62

やんちゃっ子ひらかた 64

(特活)ゆいむ(結夢) 48

夕づるの会 98

ゆめ 103

ら ページ
RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)枚方支部 120

ＬＩＰ編集局 38

リトル・アニー 99

黎明塾・百済寺を考える会 12

レディス枚方21 34

わ ページ
YBC(笑)－スポーツ応援クラブ- 70



活動分野別目次

目次ページ　5

活動分野
保健、医療又は福祉の増進 49団体

社会教育の推進 52団体

まちづくりの推進 32団体

観光の振興 5団体

農山漁村又は山間地域の振興 1団体

学術、文化、芸術又はスポーツの振興 56団体

環境の保全 17団体

災害救援活動 6団体

地域安全活動 4団体

人権の擁護又は平和の推進 18団体

国際協力 19団体

男女共同参画社会の形成の促進 14団体

子どもの健全育成 61団体

情報化社会の発展 11団体

科学技術の振興 4団体

経済活動の活性化 5団体

職業能力の開発・雇用機会の拡充支援 8団体

消費者の保護 1団体

団体の運営又は活動に関する連絡、助言、援助 11団体

※活動分野をクリックするとページに移動します。

保健、医療又は福祉の増進 ページ
(特活)京阪総合カウンセリング 6

サークル風(漫才と演劇) 10

ひらかた自助具工房 11

(特活)サンスクエア 13

あんしんサポート御殿山(大阪高齢者生活協同組合) 15

桜丘中学校区健康リーダー 19

(認特活)スペシャルオリンピックス日本・大阪 26

広場さぷり 31

枚方障害者スポーツ連絡会 32

苺のいえ 35

(特活) ホームベース 41

(特活)けいはんな文化学術協会 43

(特活)ゆいむ(結夢) 48

(特活)コーチズ大阪 51

(特活)ひまわり七宝 55

ハッピーマジック 56

手話サークル青柿 61

(社福)やなぎの里 62

(特活)枚方市障害者事業協会 63



活動分野別目次

目次ページ　6

(特活)枚方市手話通訳協会 68

みんなでつくる広場「ちょこっと」 72

(特活) きらく会 75

傾聴ボランティアグループ「ちょうちょ」 77

おおさか音楽療法 桜 81

(特活)あざみ 83

(特活)大阪視覚障害ゴルファーズ協会 84

(特活)ハーモニークラブ 86

(公社)大阪府鍼灸マッサージ師会枚方師会 88

枚方ふれあいフェスティバル実行委員会 90

(特活)デイコールサービス協会 91

(特活)健康ライフサポート協会 97

ゆめ 103

スティックシアター 106

(社福)みすず福祉会 しらかばの郷 110

(特活)関西生活文化研究会おでかけ 119

BJ7 123

子どもへの経済援助を考える親の会 121

心学塾作業所 130

すずらんの集い　― 一緒に考えてみませんか　福祉・介護 ― 131

マジシャンクラブM 133

(一社)泉学園 134

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135

枚方マジック研究会 136

(一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138

マタニティチャームズ 139

spring 141

たのしいおりがみ教室 145

(特活)スノック 146

(特活)エンパワセツルメント 148

社会教育の推進 ページ
紙芝居サークルよっちゃん 2

(特活)NALC「天の川クラブ」 5

(特活)京阪総合カウンセリング 6

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

枚方アマチュア無線クラブ 18

「こどもと本」香里ヶ丘市民学級 22

枚方“いきいきパソコン教室” 23

新日本婦人の会 枚方支部 27

枚方渚釣友会 29

枚方障害者スポーツ連絡会 32

枚方そば打ち遊人会 33

苺のいえ 35

枚方中部おやこ劇場 36



活動分野別目次

目次ページ　7

百歳市民大学 40

太極拳・気功サークル 42

(特活)けいはんな文化学術協会 43

京都千年天文学街道(NPO花山星空ネットワーク) 44

教育コンサルタントファーム　GAPP 45

saku らーにんぐ 46

天の川七夕星まつりの会 49

ハッピーマジック 56

大阪メチャハピー祭in枚方実行委員会 57

(一社) のあっく自然学校 58

(特活)雅夢(がむ) 60

(特活)森林ボランティア竹取物語の会 66

(特活)枚方市手話通訳協会 68

(特活)枚方マンション管理組合連合会 69

YBC(笑)－スポーツ応援クラブ- 70

みんなでつくる広場「ちょこっと」 72

平成寺子屋 74

２回目の小学校 学級委員会 82

(特活)ハーモニークラブ 86

(一財)星ヶ丘学園 87

ひらかたハートセラピー協会 89

(一社)ママのチカラ協会 93

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

夕づるの会 98

はてなや 101

ハンドメイドアクセサリー教室 リバリバ工房 105

(特活)大阪府民カレッジ・ひらかた校 108

未来創造プロジェクト みはるかすく 111

ビッグイシュー枚方 112

パフォーマンスサークル「街」 126

Come in Family Care 128

モーリーキッズわくわく冒険隊 129

香里ケ丘図書館を見守る会 132

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135

ひらB 137

たのしいおりがみ教室 145

(特活)スノック 146

太極拳　談遊会 147

(特活)エンパワセツルメント 148

ひらかた
まちづくりの推進 ページ

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

ひらかた子育て支援ネットワーク 21

枚方渚釣友会 29

Joinネイチャースクール 30



活動分野別目次

目次ページ　8

枚方そば打ち遊人会 33

枚方中部おやこ劇場 36

ＬＩＰ編集局 38

(特活)ひらかた環境ネットワーク会議 39

(特活)けいはんな文化学術協会 43

京都千年天文学街道(NPO花山星空ネットワーク) 44

saku らーにんぐ 46

(特活)キッズナビわかば 47

天の川七夕星まつりの会 49

ハッピーマジック 56

(特活)雅夢(がむ) 60

(特活)枚方マンション管理組合連合会 69

みんなでつくる広場「ちょこっと」 72

とっておきの音楽祭 in ひらかた 実行委員会 73

(特活)あざみ 83

(一財)星ヶ丘学園 87

ひらかたハートセラピー協会 89

スティックシアター 106

(特活)大阪府民カレッジ・ひらかた校 108

ビッグイシュー枚方 112

天の川・交野ケ原 日本遺産プロジェクト 115

(特活)ますくまんず 118

枚方健康美活会 144

(一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138

マタニティチャームズ 139

spring 141

(特活)スノック 146

ひらかたプレーパーク実行委員会 151

観光の振興 ページ
Joinネイチャースクール 30

京都千年天文学街道(NPO花山星空ネットワーク) 44

天の川七夕星まつりの会 49

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

夕づるの会 98

農山漁村又は山間地域の振興 ページ
(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

学術、文化、芸術又はスポーツの振興 ページ
紙芝居サークルよっちゃん 2

枚方太極拳の会 7

黎明塾・百済寺を考える会 12

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

音楽でリフレッシュ！ 24



活動分野別目次

目次ページ　9

(特活)サイクルボランティア・ジャパン関西支部 25

(認特活)スペシャルオリンピックス日本・大阪 26

枚方障害者スポーツ連絡会 32

枚方中部おやこ劇場 36

百歳市民大学 40

太極拳・気功サークル 42

(特活)けいはんな文化学術協会 43

saku らーにんぐ 46

天の川七夕星まつりの会 49

WENT 50

(特活)ひまわり七宝 55

ハッピーマジック 56

大阪メチャハピー祭in枚方実行委員会 57

(一社) のあっく自然学校 58

枚方演劇連盟 59

(特活)雅夢(がむ) 60

中宮チャンゴの会 65

枚方南おやこ劇場 67

YBC(笑)－スポーツ応援クラブ- 70

くらわんかアーバンステージ 71

とっておきの音楽祭 in ひらかた 実行委員会 73

２回目の小学校 学級委員会 82

(特活)大阪視覚障害ゴルファーズ協会 84

(特活)ハーモニークラブ 86

(一財)星ヶ丘学園 87

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

「月桃の花」歌舞団 枚方支部 95

夕づるの会 98

リトル・アニー 99

櫟俳句会 100

はてなや 101

スティックシアター 106

(特活)大阪府民カレッジ・ひらかた校 108

未来創造プロジェクト みはるかすく 111

フラハイビスカス 113

美育会　Ｂｅｅ 114

枚方スポーツ拳法クラブ 116

BJ7 123

きさいちチアリーディングクラブ RAINBOWS 124

パフォーマンスサークル「街」 126

モーリーキッズわくわく冒険隊 129

枚方マジック研究会 136

ひらB 137

枚方健康美活会 144

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135



活動分野別目次

目次ページ　10

spring 141

マジック同好会「レインボー」 142

たのしいおりがみ教室 145

(特活)スノック 146

(公財)枚方市スポーツ協会 149

オカリナ教室「街」 152

環境の保全 ページ
枚方市スカウト協議会 1

(特活)NALC「天の川クラブ」 5

エコ・スマイルひらかた 17

枚方アマチュア無線クラブ 18

枚方いきもの調査会 28

枚方渚釣友会 29

Joinネイチャースクール 30

(特活)ひらかた環境ネットワーク会議 39

(特活)けいはんな文化学術協会 43

(一社) のあっく自然学校 58

(特活)森林ボランティア竹取物語の会 66

(一財)星ヶ丘学園 87

(一社)ママのチカラ協会 93

(特活)日本ウミガメ協議会 109

枚方エコサイクル 122

野の花映写会 150

ひらかたプレーパーク実行委員会 151

災害救援活動 ページ
枚方市スカウト協議会 1

(特活)NALC「天の川クラブ」 5

パナソニック松愛会ハムクラブ 16

枚方アマチュア無線クラブ 18

やんちゃっ子ひらかた 64

ひらかたハートセラピー協会 89

地域安全活動 ページ
(特活)NALC「天の川クラブ」 5

枚方渚釣友会 29

(特活)キッズナビわかば 47

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135

人権の擁護又は平和の推進 ページ
イラク平和テレビ局in Japanひらかた 8

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

音楽でリフレッシュ！ 24

新日本婦人の会 枚方支部 27



活動分野別目次

目次ページ　11

レディス枚方21 34

ＬＩＰ編集局 38

(特活) ホームベース 41

(特活)ゆいむ(結夢) 48

放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」 52

やんちゃっ子ひらかた 64

全日本年金者組合 枚方支部 中分会 79

ひらかたハートセラピー協会 89

「月桃の花」歌舞団 枚方支部 95

夕づるの会 98

ビッグイシュー枚方 112

フラハイビスカス 113

(一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138

Dサポーターズ－教育の自由をとりもどす会－ 143

国際協力 ページ
(公社) アジア協会アジア友の会枚方地区会 3

イラク平和テレビ局in Japanひらかた 8

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

Hippo しぇんろんファミリー 20

ＬＩＰ編集局 38

太極拳・気功サークル 42

(特活)けいはんな文化学術協会 43

天の川七夕星まつりの会 49

ひらかたAKAYの会 53

イフィック(関西国際家族友好団体) 54

(特活)枚方交野国際奉仕活動協会 76

(特活)ハーモニークラブ 86

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

「月桃の花」歌舞団 枚方支部 95

(特活)ネパール支援　友の会 96

RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)枚方支部 120

E-Vision.Japan 125

(特活)Aloha Eigo NPO 140

たのしいおりがみ教室 145

男女共同参画社会の形成の促進 ページ
(特活)京阪総合カウンセリング 6

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

新日本婦人の会 枚方支部 27

広場さぷり 31

枚方中部おやこ劇場 36

ＬＩＰ編集局 38

(特活)けいはんな文化学術協会 43

(特活)雅夢(がむ) 60



活動分野別目次

目次ページ　12

枚方南おやこ劇場 67

「月桃の花」歌舞団 枚方支部 95

夕づるの会 98

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135

(一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138

太極拳　談遊会 147

子どもの健全育成 ページ
枚方市スカウト協議会 1

紙芝居サークルよっちゃん 2

(特活)えほんのお部屋ひまわり畑 4

ファミリーポートひらかた 9

パナソニック松愛会ハムクラブ 16

Hippo しぇんろんファミリー 20

ひらかた子育て支援ネットワーク 21

「こどもと本」香里ヶ丘市民学級 22

Joinネイチャースクール 30

広場さぷり 31

枚方中部おやこ劇場 36

ＬＩＰ編集局 38

百歳市民大学 40

(特活)けいはんな文化学術協会 43

saku らーにんぐ 46

(特活)キッズナビわかば 47

(特活)ゆいむ(結夢) 48

天の川七夕星まつりの会 49

(特活)コーチズ大阪 51

放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」 52

ハッピーマジック 56

大阪メチャハピー祭in枚方実行委員会 57

(一社) のあっく自然学校 58

(特活)雅夢(がむ) 60

やんちゃっ子ひらかた 64

(特活)森林ボランティア竹取物語の会 66

枚方南おやこ劇場 67

YBC(笑)－スポーツ応援クラブ- 70

とっておきの音楽祭 in ひらかた 実行委員会 73

平成寺子屋 74

ガールスカウト大阪府第１０１団 78

野外体験学習事務所 ﾊﾟﾜｰｽﾞｱｳﾄﾄﾞｱｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ 80

(特活)ふれあいネットひらかた 85

(特活)ハーモニークラブ 86

(一財)星ヶ丘学園 87

ひらかたハートセラピー協会 89

「月桃の花」歌舞団 枚方支部 95



活動分野別目次

目次ページ　13

(特活)エスペランサ 92

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

夕づるの会 98

キラキラ枚方ママ 102

はてなや 101

子育て支援　まーま・えいど 104

藤阪子ども食堂隊 107

(特活)大阪府民カレッジ・ひらかた校 108

未来創造プロジェクト みはるかすく 111

美育会　Ｂｅｅ 114

(特活)ひらかた子ども食堂ファンクラブ 117

パフォーマンスサークル「街」 126

スターダスト河内 127

Come in Family Care 128

モーリーキッズわくわく冒険隊 129

マジシャンクラブM 133

(一社)泉学園 134

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135

枚方マジック研究会 136

マタニティチャームズ 139

枚方健康美活会 144

たのしいおりがみ教室 145

ひらかたプレーパーク実行委員会 151

(社福)大阪水上隣保館　里親支援機関おひさま 153

情報化社会の発展 ページ
(特活)NALC「天の川クラブ」 5

枚方アマチュア無線クラブ 18

枚方“いきいきパソコン教室” 23

(特活)けいはんな文化学術協会 43

京都千年天文学街道(NPO花山星空ネットワーク) 44

教育コンサルタントファーム　GAPP 45

(特活)ゆいむ(結夢) 48

ひらかたハートセラピー協会 89

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

(一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138

(特活)スノック 146

科学技術の振興 ページ
枚方アマチュア無線クラブ 18

(特活)けいはんな文化学術協会 43

京都千年天文学街道(NPO花山星空ネットワーク) 44

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

経済活動の活性化 ページ



活動分野別目次

目次ページ　14

天の川七夕星まつりの会 49

(特活)コーチズ大阪 51

(特活)あざみ 83

ひらかたハートセラピー協会 89

(一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138

職業能力の開発・雇用機会の拡充支援 ページ
黎明塾・百済寺を考える会 12

(特活)つばさの会大阪 37

教育コンサルタントファーム　GAPP 45

ひらかたハートセラピー協会 89

スティックシアター 106

(特活)関西生活文化研究会おでかけ 119

みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135

(特活)スノック 146

消費者の保護 ページ
(特活)エンパワセツルメント 148

団体の運営又は活動に関する連絡、助言、援助 ページ
(特活)NALC「天の川クラブ」 5

みんなでつくる学校 とれぶりんか 14

ＬＩＰ編集局 38

ハッピーマジック 56

２回目の小学校 学級委員会 82

(特活)あざみ 83

ひらかたハートセラピー協会 89

(認特活) 大阪府高齢者大学校 94

(特活)ひらかた子ども食堂ファンクラブ 117

モーリーキッズわくわく冒険隊 129

(特活)スノック 146



担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 7 ： 3

入会金 会費

07 08 13 子ども の健全育成

連絡先

佐藤　孝明

072-852-0776 FAX 072-852-0776

tekuteku-t-sato@violet.plala.or.jp

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 高木　 研二 設立年月日 1976年４月１日

1登録番号枚方市スカウト協議会

活動分野

環境の保全 災害救援活動

青少年の健全育成を目指し、「人格」「健康」「奉仕」「技能」を４本柱として、主に野外活動を中心に活動している。世の中
に役立つ人間を育てる。救急章、炊事章など、多くの分野での技能を高める訓練をしている。

枚方市内に10ケ団、交野市内に2ケ団が活動しており、各団ごとに年間プログラムをたて、年代別の隊を組織し、年代層
に合わせて活動している。

主な活動場所 枚方市内・市外施設、野外

定例活動日 地区委員会：毎月第3月曜、各団・各隊：毎月2～3回の土曜、日曜

団体HP（URL)

会員数 500 500 男女比

各団による 各団による

www.bs-kitaosaka.jpn.org

1 ページ

http://www.bs-kitaosaka.jpn.org/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 0 ： 10

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL)

活動分野

社会教育の推進

代表者 南　 純子 設立年月日 1997年4月2日

連絡先

南　純子

072-849-0154

なし なし

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

紙芝居サークルよっちゃん 登録番号 2

会員数 10 9 男女比

FAX 072-849-0154

・お話しボランティア　第1水曜→御殿山図書館　五六市→三矢会館
・幼児サークル、留守家庭児童会等へ出前紙芝居
・手作り紙芝居コンクール　箕面市主催への出品

40～60代主婦メンバーで紙芝居サークルの自作舞台・のぼり・拍子木をもって活動。エプロンシアターやペープサート・パ
ネルシアター・手遊びを紙芝居と組み合わせてプログラムし演じている。

主な活動場所 枚方市立御殿山図書館

定例活動日 第1水曜、第2日曜

2 ページ



担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 5 ： 5

入会金 会費

11

団体HP（URL)

主な活動分野 国際協力

会員数 80 80 男女比

代表者 天野　 由紀代 設立年月日 2002年1月1日

連絡先

天野　由紀代

072-861-6273 FAX

イベント参加費として500円～700円

アジアの国の現状を学ぶと共に、”枚方市民からアジアの村に井戸を贈ろう！！”のキャンペーンを続ける。現在までに、
公益社団法人アジア協会アジア友の会本部事務局を通して、ネパール・スリランカ・ラオス・ミャンマーに井戸を贈ってい
る。現在はネパールに井戸を贈るため積み立てをしている。

1.ぞうすいの会・・・雑炊を一緒に食べながら、アジアからのゲストまたはアジアの国に行った方から現地の話を聞く会を
開催
2.ティーサロン・・・お茶を楽しみながら上記と同じ会を開催
3.枚方NPOフェスタ・枚方まつり等に模擬店参加をする
※1と2の参加費と実費との差額、3の純益をためて井戸基金とする
4.アジア（日本を含む）各国で緊急支援の必要が起きた場合、支援活動をする

主な活動場所 津田生涯学習市民センター

定例活動日 不定期

公益社団法人　アジア協会アジア友の会枚方地区会 登録番号 3

活動分野

国際協力

072-861-6273

jafshirakata@gmail.com

なし

3 ページ



担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 10

入会金 会費

13

定例活動日 月～木曜

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 中谷　 章代 設立年月日

特定非営利活動法人　えほんのお部屋ひまわり畑

200円/月

090-6739-7064 FAX

heartnetkids@yahoo.co.jp

活動分野

子ども の健全育成

団体HP（URL) http://www.himawaribatake0303.com/

会員数 20

4

「えほんのお部屋ひまわり畑」は暖かく優しい気持ちで地域の親子に寄り添い、子育て広場「えほんのお部屋　ひまわり
畑」を、お母さんも子どももほっとひとやすみできるような場所にします。またお母さんが必要な時には、安心して子どもを
預けられる保育の会でありたいと思っています

・子育て広場「えほんのお部屋　ひまわり畑」月～木曜日開催　・一時保育と親子カフェを実施
・出張ひろば、小児科での絵本の会
・コミュニティカフェ「リザキッチン」にて絵本の会を開催
・ふれあいルーム「えほんのお部屋　ひまわり畑」を香里ケ丘図書館にて月2回開催

主な活動場所 えほんのお部屋　ひまわり畑

2012年3月3日

連絡先

中谷　章代

登録番号

20 男女比

なし

4 ページ

http://www.himawaribatake0303.com/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 35 4 ： 6

入会金 会費

02 07 08 災害救援活動 09

14 19

主な活動分野 団体の運営又は活動に関する連絡、助言、

団体HP（URL) http://hk-nalc.jp

活動分野

社会教育の推進

代表者 植本　 壽満枝 設立年月日 1994年7月30日

連絡先

向井　範雄

072-846-3975

なし 3000円

環境の保全 地域安全活動

情報化社会の発展
団体の運営又は活動に
関する連絡、 助言又は
援助

NPO法人NALC「天の川ｸﾗﾌﾞ」 登録番号 5

会員数 810 775 男女比

FAX 072-846-4001

nalc-hk@maia.eonet.ne.jp

NPO法人ニッポン・アクティブライフ・クラブNALC「天の川クラブ」は、中高年の社会参加を目指した団体です。

会員相互扶助の時間預託活動では、家事支援、パソコン指導、送迎サービスなどを行っています。社会奉仕活動では、
自然農園や竹細工での子育て支援、天の川・岡東公園等のクリーン作戦、特養でのボランティア活動などを行っていま
す。文化・スポーツ活動では、パソコンクラブ、テニス、英会話などを行っています。

主な活動場所 枚方市全域

定例活動日 毎日

5 ページ

http://hk-nalc.jp/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 72 1 ： 9

入会金 会費

01 02 12
男女共同参画社会の
形成の促進

団体HP（URL) http://www.npo-ksc.net/

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 165 93 男女比

代表者 原川　 正慶 設立年月日 1996年4月2日

連絡先

原川　香織

072-814-7140 FAX

3000円

当法人は地域精神保健福祉の啓発に関する事業（心理学、カウンセリング理論と実践を中心とした事業）を行うことによ
り、地域住民の精神衛生（心の問題解決）に寄与する

1.個人や集団のカウンセリング
2.生活に根ざした心理学の学習と懇談
3.カウンセリングの学習
4.講演活動

主な活動場所 枚方・寝屋川・交野

定例活動日 第1・2・3月曜～土曜

特定非営利活動法人 京阪総合ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 登録番号 6

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

社会教育の推進

072-807-8191

jimu@npo-ksc.net

500円

6 ページ

http://www.npo-ksc.net/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 1 ： 9

入会金 会費

06

定例活動日 毎週火曜日 9:45～

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 一井　 久江 設立年月日

枚方太極拳の会

2,300円/月

072-891-8539 FAX 072-891-8539

tunekoura555@gmail.com

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

団体HP（URL)

会員数 13

8

生涯学習とか、リハビリにも取り入れられているゆっくりとした運動の中に身体機能のバランスを回復する。
心肺機能が増進するのに役立つ。全身運動することで効率よく動因するので足、腰の筋力が強化されるので、生活習慣
病の改善にも役立つ。

練習種目　24式簡化太極拳　42式総合太極拳　32式剣

主な活動場所 松塚集会所

2004年3月9日

連絡先

浦上　恒子

登録番号

12 男女比

なし

7 ページ



担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 ：

入会金 会費

10 11

主な活動分野 人権の擁護又は平和の推進

団体HP（URL) http://peacetv.jp/

活動分野

人権の擁護又は平和
の推進

代表者 手塚　 美子 設立年月日 2007年11月18日

連絡先

手塚　美子

090-4564-2183


なし 500円～800円（必要に応じてその都度）

国際協力

イラク平和テレビ局in Japanひらかた 登録番号 9

会員数 15 10 男女比

FAX 072-853-0755


heiwayarou@yahoo.co.jp

・イラク戦争が終わったといわれるが、現実のイラクの市民の生活は、より悪くなったともいわれる。「イラクの真実」を知る
ことで日本の私たちのあり方を問い直す
・マスメディアでなく市民メディアの大切さを見直したい

・2か月に一度の上映会（「てれれ」映像とイラク平和TVの映像をみて、感想交流会などをする）
・サナ衛星テレビの吹き替えのボランティアをする
・展示や上映会などで公民館や地域のフェスタなどに参加する。（年に数回）

主な活動場所 市民の広場「ひこばえ」・公民館

定例活動日 偶数月の第2日曜（変更あり）

8 ページ

http://peacetv.jp/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 4 ：

入会金 会費

13

団体HP（URL) http://familyport.jp/

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 16 13 男女比

代表者 山下　 裕美 設立年月日 2004年4月

連絡先

坂田　恭子

072-850-4400 FAX

なし

・いろんな子育ての悩みを、地域と家庭の「身近で気軽な子育て支援」の場として、積極的に支援していく
・親子で遊んだり、語り合ったり、子ども達がのびのび可能性を開くプログラムを提供する
・ほんのちょっと子育てを手助けしてほしいとき、子育ての困った！を私たちがお手伝いする

つどいの広場:月・火・木・金10:00～16:00 土10:00～15:00
すくすくランド:毎週木曜10:30～11:30
子育てフォーラム:第3木曜10:30～11:30
ショートステイ・トワイライトステイ:随時
※子育てを有償でサポートする「子育てサポーター」を紹介
2013年度より子育て広場さぷりを委託運営

主な活動場所 ファミリーポートひらかた

定例活動日 月・火・木・金・土

ファミリーポートひらかた 登録番号 13

活動分野

子ども の健全育成

072-850-4400

 

なし

9 ページ
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 5 ： 10

入会金 会費

01

定例活動日 毎週金曜日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 聲高　 資子 設立年月日

サークル風（漫才と演劇）

演劇1000円/月　漫才500円/月

072-846-5611 FAX 072-846-5611

kobac-han.345075@i.softbank.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL)

会員数 15

16

多くの高齢者の方々に演劇と漫才を通して笑いを送りたい、又演劇は松竹新喜劇を参考とした、笑いと涙のある人情喜
劇を目指しています。漫才は現在4組のコンビが練習中。

年間6か所以上、枚方市近郊の高齢者の施設へボランティア公演実施。昨年は14ヶ所の内、漫才は6ヶ所のボランティア
訪問又、毎年秋に一般公演も無料にて行う

主な活動場所 ラ・ポールひらかた

2005年1月1日

連絡先

聲高　資子

登録番号

15 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 2 ： 1

入会金 会費

01

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL) https://sites.google.com/site/jijogu/

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 柴田　 芳昭 設立年月日 1997年6月2日

連絡先

川瀬　良司

090-3464-2249

なし 2500円/年

ひらかた自助具工房 登録番号 17

会員数 20 17 男女比

FAX 072-849-7520

jijogu@yahoo.co.jp

自助具などの制作改良および自助具に関する相談、資料の収集、情報の提供と啓発などの活動を通じて、障害者や高
齢者などの日常生活、社会生活がより便利になるように改善することによって福祉に寄与することを目的とする。

自助具相談製作活動の他、自助具出前展示会、自助具講習会（年5回ほど）、機関紙発行（年2回）を行っている。制作物
の中で片手編み機関係の自助具とリハビリ関係の道具類が多数を占め、ひらかた自助具工房の活動を特徴づけてい
る。出前展示会は、高齢者施設、障害者施設等で毎月1回の割合で実施している。

主な活動場所 ひらかた夢工房

定例活動日 平日午後、第1・第3日曜
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 6 ：

入会金 会費

06 17

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 60 54 男女比

代表者 井上　 正男 設立年月日 1999年5月29日

連絡先

清水　義博

072-832-8665 FAX

2000円/年

百済寺跡再整備事業の発掘調査費を市・文化庁に働きかけ、H19年度から10年間1000万円の予算を取得した。
2012年10月3日～6日百済の古都扶全・公州に於いて大百済文化祭開催に公式訪問、パレードに参加、扶全郡守と会
談。両国の国花を白馬江川辺に記念植樹、友好交流の道筋をつけました

街づくりの文化発展のため、とんど祭り、七夕笹飾り、歴史学習会年2～3回開催、歴史散策年2～3回
最大のイベント「観月の夕べ」9月頃

主な活動場所 主に市内一円

定例活動日 不定期　大体第4土・日

黎明塾・百済寺を考える会 登録番号 19

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

職業能力の開発・ 雇用
機会の拡充支援

072-832-8665

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 5 ： 5

入会金 会費

01

定例活動日 月曜～金曜、不特定土曜日（年間カレンダーによる）

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 武石　 貴美子 設立年月日

特定非営利活動法人　サンスクエア

正会員1000円/年　賛助会員500円/年

072-855-2211 FAX 072-855-2211

sunsquare2012@beetle.ocn.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL)

会員数 10

20

障がい者に対して集いの場、働く場を提供し、作業を通して人間関係の円滑化を計る。就労支援の実施により働くことの
意義を見出すお手伝いと、障がい者の自立に寄与することを目的としている。

納期に追われ一般就労と同じくらい厳しい毎日の中で、障がい者も健常者も共に助け合いながら紙袋の作成に取り組ん
でいます

主な活動場所 牧野阪1丁目23番19-103号

2011年7月6日

連絡先

武石　貴美子

登録番号

9 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 40 6 ： 4

入会金 会費

02 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 10

11 12 19
団体の運営又は活動
に関する連絡、 助言
又は援助

主な活動分野 社会教育の推進

団体HP（URL)

活動分野

社会教育の推進

代表者 中川　 雄二 設立年月日 2003年11月1日

連絡先

中川　雄二

090-4289-5317

2000円

まちづく り の推進
人権の擁護又は平和の
推進

国際協力
男女共同参画社会の形
成の促進

みんなでつくる学校　とれぶりんか 登録番号 23

会員数 110 70 男女比

FAX 072-826-3552

・福祉～障害者、不登校、ひきこもり等、社会的弱者においやられている仲間の居場所づくり、啓発事業ともに生きる事
業など。
・平和、国際交流。
・まちづくり。
・人権。

○ホームルーム。
○専門部　・とれぶりんか劇団。　　　　　　　　　・トリプルバドミントン。
　　　　　　　・とれぶりんか子ども劇団。　　　　　・とれぶカフェ。
　　　　　　　・畑つちのこ。　　　　　　　　　　　　　・しるべサークル。
　　　　　　　・音楽部。　　　　　　　　　　　　　　　・マップ隊。
　　　　　　　・被災地支援プロジェクト。　　　　　・国際交流（カンボジア子どもの家支援など）
　　　　　　　・「いきいき広場」小学校　　　　・とれぶりんか子ども食堂2ヶ所（枚方市・寝屋川市）

主な活動場所 ラポール枚方など


定例活動日 毎週3回
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1311 4 ： 6

入会金 会費

01

団体HP（URL)

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 2245 934 男女比

代表者 薄井　 有三 設立年月日 2000年11月1日

連絡先

西田　貞則

0120-47-2345 FAX

なし

世代や障害に関係なく、人が人として豊かにいきいき、元気に暮らしていける”まち”をみんなで手を結びあってつくりた
い、可能なかぎり、住み慣れた場所で自分らしい人生を送れるような地域づくり、それが私たちの目的です。手段として介
護保険制度を使って福祉事業を行っていますが、制度を超えて、生活を丸ごと支援する必要を痛感しています。それが、
あんしんサポート御殿山（旧あんしんサポート高田）をつくる大きな動機となりました。

現在、市内在住のサポーター、約40人が活動しています。年齢層は20代後半～70代前半の方まで幅広く、男女比は3:7、
個々人の得意な分野、経験を活かし利用者様のお役にたてるよう頑張っています。昨年度の実績は約1400件（約3500時
間）あり、一般的な家事援助はもちろん、電球の交換やごみ出しなどの小さな困りごとから外壁の塗装や県外でのお墓参
りなど、さまざまな依頼に対応して来ました。今後は活動範囲を市内全域に広め、支援できたらと思います。

主な活動場所 枚方市内

定例活動日

あんしんサポート御殿山（大阪高齢者生活協同組合） 登録番号 25

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

072-898-0502

ansapo@o-kskk.jp

1000円/1口
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 45 10 ： 0

入会金 会費

08 13

定例活動日

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 瀧川　 秀三 設立年月日

パナソニック松愛会ハムクラブ

2400円/年

072-847-6276 FAX 072-847-6276

ja3fvt1126kawa@ares.eonet.ne.jp

活動分野

災害救援活動 子ども の健全育成

団体HP（URL) http://www.shoai.ne.jp/bukai/ham/

会員数 55

26

アマチュア無線を通じて会員相互の親睦を図り通信技術の向上をめざし、社会に貢献することを目的とする。

日本アマチュア無線連盟主催のハムフェスタ（年1回）等で小学生対象の電磁石作製教室やラジオの制作、おもしろ電波
教室など青少年育成活動を行っている。又、非常通信訓練（枚方市）をメンバーが毎年行っている

主な活動場所 パナソニック人材開発センター内

1998年4月1日

連絡先

河上　勲

登録番号

9 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 5 ： 5

入会金 会費

07

主な活動分野 環境の保全

団体HP（URL)

活動分野

環境の保全

代表者 竹安　 庄平 設立年月日 2000年9月21日

連絡先

竹安　庄平

072-849-7520

なし 500円/年間

エコ・スマイルひらかた 登録番号 28

会員数 100 97 男女比

FAX 072-849-7520

生ごみを堆肥化して、菜園等に活用、焼却ごみ減量と環境浄化を図る

毎週2日（月・木）、リサイクル工房（穂谷清掃工場内）にて、EMぼかしの製造と指導、チップ堆肥による生ごみ堆肥化の
実地指導、害虫忌避剤の作り方指導等
市主催の生ごみ堆肥化講習会に講師の派遣協力

主な活動場所 ひらかた夢工房

定例活動日 毎週月・木
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 ：

入会金 会費

02 07 08 災害救援活動 14

15

団体HP（URL) http://www.jk3zik.com/

主な活動分野 災害救援活動

会員数 38 33 男女比

代表者 熊原　 捷幸 設立年月日 1995年5月8日

連絡先

武市　章和

072-856-3745 FAX

１,000円/年

枚方アマチュア無線クラブは、枚方市随一の地域クラブとしてメンバー各局親睦と技術力向上に努めるとともに、与えら
れた周波数資源を有効活用し、地域文化の発展に寄与することを理念としています。又、非常時・災害時に「備える活動
にも積極的に取り組み、地域防災訓練への参加、非常通信訓練の実施、非常用無線設備の整備など、緊急時において
も正確で高度な運用が出来るように配慮しております。
おもちゃの修理を通じて子供たちの「科学する心」を育てる活動を実施しています。

毎年1月17日直近の日曜日に、市内53か所の避難所と基地局（枚方市役所本館無線室・きらら無線室）との通信確認テ
ストを行っています。校区の自主防災訓練に参加、訓練会場に状況・情報を逐一基地局に伝達する訓練を年2～3回実
施しています。
ひらかた夢工房におもちゃの診療所を開設(毎月第3日曜日)する他、イベント会場に臨時おもちゃの診療所を開設して、
おもちゃの修理を行っています。

主な活動場所 枚方市内・全国

定例活動日 毎週（土）21:30～無線でミーティング

枚方アマチュア無線クラブ 登録番号 29

活動分野

社会教育の推進 環境の保全 情報化社会の発展

科学技術の振興

a-takechi@iris.eonet.ne.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 6 ： 2

入会金 会費

01

定例活動日 第3火曜日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 酒井　 惇子 設立年月日

桜丘中学校区健康リーダー

なし

072-849-8137 FAX 072-849-8137

minisakai@hb.tp1.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL)

会員数 8

31

地域住民を対象として保健センターや地区担当の保健師と共に健康を推進する

5月　歩こう会　4月、8月、12月打ち合わせ
11月　体操・体力測定
　2月　栄養講座
　3月　ウォーキング

主な活動場所 枚方市

1984年7月1日

連絡先

酒井　惇子

登録番号

8 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 15 2 ： 3

入会金 会費

11 13

主な活動分野 国際協力

団体HP（URL) http://www.lexhippo.gr.jp

活動分野

国際協力

代表者 八木　 智子 設立年月日 1985年4月1日

連絡先

八木　智子

072-867-4190

1家庭当たり10000円 正会員の場合1人　平均3500円/月

子ども の健全育成

Hippo しぇんろんファミリー 登録番号 34

会員数 40 25 男女比

FAX 072-867-4190

shen-sophia711@hera.eonet.ne.jp

・多言語をファミリーの場で育てあいながら国・言語・人種を超えて交流していく。
・習得した言語経験、交流経験を地域社会で役立たせていく

・会員は現在21カ国語の聞こえる環境を作り、それを言葉にしていくことを日々行っている
・JICA、AOTS、OFIX等、国際関係の団体からのホームステイ受け入れボランティア、海外ホームステイへの参加、地元
小中学校、養護学校での多言語体験授業を行っている。

主な活動場所 菅原生涯学習市民センター/メセナ枚方

定例活動日 木曜18:30～20:30　土曜14:30～16:30 
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 10

入会金 会費

03 13

団体HP（URL)

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 10 10 男女比

代表者 梅原　 知子 設立年月日 2012年4月1日

連絡先

三浦　和子

072-845-6818 FAX

なし

子育てで困ったとき、必要な情報をより早く丁寧に、ひとりひとりにお届けしたいという気持ちでNPO団体グループがネット
ワークを作っています。
みんなで助け合いつながり合って、まずは目の前の親子から笑顔を拡げる活動をしています。

・月1回　定例会「ネットワーク会議」開催予定
・4月　さくらマルシェ開催
・9月　NPOフェスタ参加
・ビオルネ4階にて常設「ママステーション」の運営

主な活動場所 ちいさいほいくえんみんなの里

定例活動日 毎月開催予定

ひらかた子育て支援ネットワーク 登録番号 36

活動分野

まちづく り の推進 子ども の健全育成

minna_no_sato@yahoo.co.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 0 ： 10

入会金 会費

02 13

定例活動日 第2金曜日（変更の時もある）

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 西原　 牧子 設立年月日

「こどもと本」香里ヶ丘市民学級

2000円/年

072-845-3615 FAX 072-845-3615

smmy1254@ybb.ne.jp

活動分野

社会教育の推進 子ども の健全育成

団体HP（URL) http://ameblo.jp/kodomotohon/

会員数 10

39

本について学びたい、そして子どもに良い本を手わたしたいということから、良い本とはどんな本なのか、どのように本を
選べばいいか、月1回、作家や研究家の方に来ていただき、学びあう。

4月に開講日を行う。2月までの10回、毎月1回学級日を開く。講義5回、読書会などの自主学習、交流会をする

主な活動場所 香里ケ丘図書館・中央図書館、枚方市民会館、メセナひらかた

1983年4月

連絡先

西原　牧子

登録番号

8 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 20 1 ： 9

入会金 会費

02 14

主な活動分野 情報化社会の発展

団体HP（URL)

活動分野

社会教育の推進

代表者 吉田　 昌弘 設立年月日 2002年11月

連絡先

吉田　昌弘

072-857-8386/090-8531-9624

なし 600円/1H

情報化社会の発展

枚方“いきいきパソコン教室” 登録番号 40

会員数 80 60 男女比

FAX 072-857-8386

yoshidam-8386@zeus.eonet.ne.jp

高齢者（50歳以上）がパソコンを通じてITに慣れ親しんでもらい生きがいを見出していただく

枚方地区の50歳以上を対象に1回2時間14回の初級パソコン講習を実施。ゆっくりゆっくりベースの講習

主な活動場所 楠葉野会館

定例活動日 火、水、木、土曜
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 1 ： 10

入会金 会費

06 10

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 45 44 男女比

代表者 中嶋　 千鶴 設立年月日 2006年10月14日

連絡先

中嶋　千鶴

072-840-5493 FAX

500円/1回

1.いろいろな音楽を通して心身を癒し、ストレスを発散することにより、楽しいひと時を過ごす。
2.自分流の楽しみ方を広げて音楽を楽しむ。
3.仲間との輪を広げながらリフレッシュする。

香里ケ丘を中心に釈尊寺、茄子作、山之上、藤田町、村野、星ヶ丘、印田町、宮之阪、枚方元町、出口、菊丘、西田宮、
田口山、岡山手、川原町、楠葉、牧野、招提、長尾元町、大峰元町、20地域、会員も45名となった。

主な活動場所 南部生涯学習市民センター　サンプラザ生涯学習市民センター　サプリ村野ＮＰＯセンター

定例活動日 月2回

音楽でリフレッシュ！ 登録番号 41

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

人権の擁護又は平和の
推進

072-840-5493

hiratoｋo@mbr.nifty.com

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 8 8 ： 2

入会金 会費

06

定例活動日 奇数月第3日曜日定例ミーティング

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 大島　 政廣 設立年月日

NPO法人 サイクルボランティア・ジャパン関西支部

3000円/年

090-6370-6244 FAX 072-840-7603

oshima921@yahoo.co.ｊｐ

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

団体HP（URL) http://cvjapan.org

会員数 13

44

自転車の持つ素晴らしさをより多くの人々に伝えると共に、さまざまな社会貢献活動をさらに充実したかたちで進めてい
けるよう組織的基盤を一層確立し、上記のような活動をはじめ、自転車に関連する他の諸団体、「障害」者（児）・交通遺
児などを支援するボランティア組織他、個人や団体及び企業を問わず必要に応じて協力しながらこうした事業を進め、自
転車を媒介として「他人を思いやるよりよい社会を構築」するために貢献・寄与することを目的とし、さらに活動の幅を広
げていきたいと考えております

障害者関連事業
自転車振興事業
被災地支援事業

主な活動場所 関西一円

2008年5月1日

連絡先

大島　政廣

登録番号

5 男女比

3000円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 300 6 ： 4

入会金 会費

01 06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL) http://son-osaka.jp/

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 村上　 智則 設立年月日 1995年3月11日

連絡先

井上　幹一

072-868-1604

なし なし

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

認定NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・大阪 登録番号 45

会員数 700 400 男女比

FAX 072-868-1604

inokan@blue.ocn.ne.jp

知的障がいのある人を対象として、スポーツルールにのっとり年間を通して、トレーニングの場と適時、競技会を開催す
る。ボランティア活動であり、参加する障害のある人をふくめすべての人が、地域で、いきいきと生活することを促進す
る。

現在300名余の知的障がいのある人が、ボランティアと共にスポーツを楽しんでいる。競技は、陸上、水泳、バスケット
ボール、卓球、バドミントン、ボウリング、フロアホッケー、ゴルフ、体操、フライングディスク他である。ボランティアの参加
者を継続して募集している。

主な活動場所 枚方・寝屋川・交野

定例活動日 日曜日午前
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 10

入会金 会費

02 10 12
男女共同参画社会の
形成の促進

団体HP（URL) http://www.shinfujin.gr.jp

主な活動分野 人権の擁護又は平和の推進

会員数 830 830 男女比

代表者 澤田　 登喜子 設立年月日 1962年10月19日

連絡先

澤田　登喜子

072-849-2485 FAX

900円/月

核戦争の危険から女性と子どもの命を守る。
憲法改悪に反対し、生活の向上、女性の権利、子どもの幸せのために力を合わせる。
平和と民主主義を守り、女性の解放を勝ち取る。
子育てから老後まで、会員の身近な要求実現のため活動する。

毎月常任委員会、支部委員会、班長会を開き「新婦人しんぶん」「支部ニュース」を週1回発行し、すべての会員に情報を
公開している。
市内生涯学習市民センターなどで、サークル活動や学習会など会員の要求で活動している。年間10万枚程度のチラシを
市内に配布し、会員を募集している。

主な活動場所 市内生涯学習市民センター　メセナ枚方　市民会館

定例活動日 各サークルにより設定

新日本婦人の会 枚方支部 登録番号 46

活動分野

社会教育の推進
人権の擁護又は平和の
推進

072-849-2485

shinfujin@minos.ocn.ne.jp

100円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 13 57 ： 43

入会金 会費

07

定例活動日 各部会1～2回/月

主な活動分野 環境の保全

代表者 石川　 新三郎 設立年月日

枚方いきもの調査会

1500円/年

072-851-4171 FAX 072-851-4171

ikimonohirakata@yahoo.co.jp

活動分野

環境の保全

団体HP（URL) http://www.est.hi-ho.ne.jp/ikimonohirakata/

会員数 93

47

市民自らの手で市内に残る自然の調査や保護に取り組む自主的な会です。会の合言葉は「残したい枚方の自然」（枚方
のいきものを好きになろう）です。

野鳥・植物・昆虫・メダカと魚の4部会があります。活動は、枚方市内各地の調査地を決め、各部会1～2回/月調査を行っ
ています。調査には会員以外でも自由に参加できます。調査結果は年報（年1回）、会報（年3回）などで発表しています。
会員は家族会員（子供を含む）含めて100名ほどです。

主な活動場所 枚方市内全域

2002年1月26日

連絡先

長田　勝

登録番号

80 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 4 10 ： 0

入会金 会費

02 03 07 環境の保全 09

主な活動分野 環境の保全

団体HP（URL)

活動分野

社会教育の推進

代表者 丹後　 勇次郎 設立年月日 1993年4月

連絡先

丹後　勇次郎

072-868-3512

なし 2000円/年

まちづく り の推進 地域安全活動

枚方渚釣友会 登録番号 48

会員数 35 31 男女比

FAX 072-868-3512

takafumiakiko@nifty.com

会員相互融和と釣りマナー技術の向上
淀川左岸周辺の環境保全
釣りを通じ子供の健全育成
その他対外協力

不定期に地方自治体（八幡市和束町）、教育委員会と協力「釣り教室」等を開催（30年度で終了）
不定期に年3回会員の釣大会
毎年天野川、穂谷川、11月清掃（クリーンウォーク）

主な活動場所 淀川左岸磯島周辺

定例活動日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 11 6 ： 4

入会金 会費

03 04 07 環境の保全 13

団体HP（URL)

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 28 17 男女比

代表者 山口　 遼太 設立年月日 2012年12月1日

連絡先

山口　遼太

090-9888-2232 FAX

500円/年

枚方市周辺の自然を主なフィールドとして自然体験活動を行うことで、自らの住む地域の自然に対して愛着を持ってもら
いその保全についても関心を持ってもらうことが目的である。また、他の市民活動団体と連携し、地域のネットワークを形
成することで、よりつながりの深いコミュニティーを構築する。

・地域自治会との協力により、子ども達の野外体験活動を実施
・他団体との連携で野外教育を共同実施
・地域の環境保全の為の清掃活動
・次世代の野外教育指導者の育成と実習場所の提供
・自主事業の実施

主な活動場所 淀川流域及び枚方市周辺

定例活動日 不定

Joinネイチャースクール 登録番号 49

活動分野

まちづく り の推進 観光の振興 子ども の健全育成

072-841-2879

join.hirakata@gmail.com

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 ：

入会金 会費

01 12 13 子ども の健全育成

定例活動日 月・火・木・金・土

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 山下　 裕美 設立年月日

広場さぷり

なし

072-807-5336 FAX 072-807-5336

hiroba-sapuri@festa.ocn.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

男女共同参画社会の形
成の促進

団体HP（URL) http://sapuri.familyport.jp/

会員数

50

枚方の子育て中の親子が、安心して過ごせる居場所を作る。
親子がふれあいながら楽しめるプログラムを提供する。
子育ての悩みを共有し、話を聞く。

つどいの広場　月・火・木・金・土　9:30～16:00
わくわくランド（年齢別プログラム）毎火曜日10:30～11:30
枚方ファミリーポートセンター事業　9:30～17:00

主な活動場所

2013年4月1日

連絡先

山下　裕美

登録番号

男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 6 ： 4

入会金 会費

01 02 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 米原　 耕治 設立年月日 2012年4月10日

連絡先

米原　耕治

072-896-2861

なし 1000円/年

社会教育の推進

枚方障害者スポーツ連絡会 登録番号 51

会員数 28 28 男女比

FAX 072-896-2861

障害者にとって楽しめる場所が非常に少なく、社会参加するにも色々と障害があり困難である自分自身の体験から「ス
ポーツをする事により」リハビリ効果も有り楽しく遊ぶ事によって気持ちも前向きになる事の確信が有りスポーツ医学の見
地からもスポーツが障害者にとって大変前向きにする事の可能性が有る為決心した

現在は市より委託事業として卓球を中心にした各スポーツを4種目から5種目を年間160回～200回程上記活動場所にて
行って居り昨年度は年間約1900人の障害者の参加を頂き本年度は2000人以上参加者を目標に頑張って行く予定。尚作
業所などへの出前講習会を積極的に行うべきアプローチを行っている。

主な活動場所 総合体育館、渚体育館、サプリ村野、伊加賀スポーツセンター

定例活動日 ①毎月第2土曜日（綜合体育館）②毎月第3土曜日（伊加賀スポーツセンター）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 6 ： 4

入会金 会費

02 03

団体HP（URL)

主な活動分野 社会教育の推進

会員数 20 20 男女比

代表者 牧野　 孝雄 設立年月日 2009年12月25日

連絡先

牧野　孝雄

072-853-4226 FAX

1500円

そば打ちを通じて地域の中高齢者に交流の場を提供する。
また、そば打ち技術を向上させ地域社会と交流することを目指す。

第2水曜日にそば打ち技術の向上を目的とした練習会、第4土曜日に親睦を目的とした例会を開催している。

主な活動場所 南部生涯学習センター、楠葉生涯学習センター

定例活動日 第2水曜日と第4土曜日

枚方そば打ち遊人会 登録番号 52

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進

072-853-4226

makino-t@muh.biglobe.ne.jp

1000円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 10

入会金 会費

10

定例活動日 月1回程度（水曜日を中心）

主な活動分野 人権の擁護又は平和の推進

代表者 鎌田　 信子 設立年月日

レディス枚方21

なし

072-848-7071 FAX 072-848-7071

活動分野

人権の擁護又は平和
の推進

団体HP（URL)

会員数 100

54

地域における女性相互の親睦を深め緊密な連絡を保ちながら、女性の地位向上と文化的な生活を高め、地域社会の福
祉の推進を図る。

日常は地域別のグループ単位で歩道の花壇作りや公園の清掃等地域サポート運動に取り組み、年1回「対人地雷撤去
支援バザー」を開催、その他2～3年に1回程度「薬物乱用防止キャンペーン」開催しています。

主な活動場所 枚方市内（地域別）

1995年10月12日

連絡先

鎌田　信子

登録番号

100 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 6 ： 4

入会金 会費

01 02

主な活動分野 社会教育の推進

団体HP（URL) https://ichigonoie.amebaownd.com/

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 川口　 加奈子 設立年月日 2011年9月12日

連絡先

川口　加奈子

072-805-2660

0円 実費負担

社会教育の推進

苺のいえ 登録番号 55

会員数 30 30 男女比

FAX 072-805-2660

ichigono-ie@yahoo.co.jp

障がいのある子どもと保護者のための居場所作りや、地域とのかかわりを持つことを目的

保護者には、子育てのための勉強会を定期的に開催　子どもたちには、月に1度こどもイベントを開催　いづれも参加費
など無料でおこなっています。

主な活動場所 苺のいえ

定例活動日 月～土
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 3 ： 7

入会金 会費

02 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 12

13

団体HP（URL) https://ameblo.jp/hcoyako

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 115 114 男女比

代表者 坂根　 敏子 設立年月日 1990年12月10日

連絡先

大西　布佐子

072-807-6022 FAX

1200円/月

すぐれた子どもの文化を枚方の町で親と子で鑑賞すること、異年齢での遊びの自主活動という2つの柱の活動で子ども
たちを心身ともに健やかに育て、自主性、創造性、友情を育み、地域に子育ての輪を広げる。

舞台鑑賞活動（年8～9回）
子どもまつり、キャンプ、季節の行事などの自主活動
乳幼児サークル（月2回）

主な活動場所 事務所　市民センター

定例活動日 事務所開所火・木10:00～15:00

枚方中部おやこ劇場 登録番号 56

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進
男女共同参画社会の形
成の促進

子ども の健全育成

072-807-6022

hcoyako@gmail.com

100円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 16 4 ： 6

入会金 会費

17

定例活動日 第3日曜日

主な活動分野 職業能力の開発・雇用機会の拡充支援

代表者 馬場　 祐子 設立年月日

特定非営利活動法人 つばさの会大阪

1000円/月

072-844-4440 FAX 072-844-4141

joke@joke-jp.com

活動分野

職業能力の開発・ 雇
用機会の拡充支援

団体HP（URL) http://joke-jp.com/tsubasa/

会員数 22

57

子どもの社会参加、就労支援、中間施設としての居場所の設営

親に対するカウンセリングがメインとなっているが、就労支援のため税理士事務所と連携してトレーニングを行っている

主な活動場所 枚方市内

2006年6月28日

連絡先

城　英敏

登録番号

6 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 6 ： 4

入会金 会費

03 10 11 国際協力 12

13 19

主な活動分野 まちづくりの推進

団体HP（URL) http://love-dugong.net/lip/

活動分野

まちづく り の推進

代表者 渡辺　 洋一郎 設立年月日 2005年8月

連絡先

渡辺　洋一郎

072-843-8628

なし なし

人権の擁護又は平和の
推進

男女共同参画社会の形
成の促進

子ども の健全育成
団体の運営又は活動に
関する連絡、 助言又は
援助

ＬＩＰ編集局 登録番号 58

会員数 15 14 男女比

FAX 072-843-8628

lip@love-dugong.net

枚方かいわいの市民・団体の活動を活性化するインフラとなる！！

創刊以来、毎月欠かさず1000～1500部程度のフリーペーパーを発行し続けています

主な活動場所 サプリ村野

定例活動日 毎月最終日曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 6 8 ： 2

入会金 会費

03 07

団体HP（URL) http://www.hirakata-kankyou.net

主な活動分野 環境の保全

会員数 148 140 男女比

代表者 伊丹　 均 設立年月日 2006年4月1日

連絡先

丸井　晶子

072-847-2286 FAX

【正会員】非営利・個人3000円　営利10000円　【賛成会員】個人1000円　非営利 　

枚方市環境基本計画に基づき、地球温暖化防止活動を推進する為、市民・事業者・行政が協働し、環境保全都市を実現
すること

・地球温暖化対策推進チーム（我が家のエコノート、ひらかたみんなでエコ宣言、エコフォーラム主催等）
・公共交通部会（バスタウンマップ作製、バス！のってスタンプラリーイベント主催等）
・自然エネルギー部会（自然エネルギー学校主催、こもれび水路プロジェクト等）
・環境教育部会（出前授業、くらわんか塾主催等）
・まちづくり部会（まちなみ保存の為清掃活動やフォトラリーイベント主催等テーマごとにわかれて環境保全活動を行う）
・会議等・・・・各部会定例会議（月1回）、事務局会議（月1回）、温暖化対策推進チーム会議（月1回）、理事会（年3回）、
総会（年1回）、S-EMSプロジェクト（年200日）

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 部会により異なる　※各部会月1回ミーティング

特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議 登録番号 60

活動分野

まちづく り の推進 環境の保全

072-807-7873

jimukyoku@hirakata-kankyou.net

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 3.5 ： 6.5

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成

定例活動日 毎月第1水曜と第2土曜日は歴史講演会開催、他に趣味の会は多数活動中

主な活動分野 社会教育の推進

代表者 大谷　 雅彦 設立年月日

百歳市民大学

500円/月

072-834-1883/080-9477-0112 FAX

sf0759@yahoo.co.jp

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

団体HP（URL)

会員数 60

64

人生百年時代と高齢化を迎え、心身共に元気で乗り越えるために、いつまでも知識と教養を追い求めることも必須と考
え、これらの受皿となれるよう努めております。
その上で、全ての年齢層の方々（小学生より）が学べるよう全世代型の公開講座とすべく努力いたします。

百歳市民大学は完全なボランティア団体として運営して参りますが、大学教授等各分野の専門家をお招きして、高度な
講座を展開して、これを、一般市民に開放して全世代型のオープン講座とします。市民の生涯学習の一助となるよう努め
て参ります。

主な活動場所 楽寿荘と各地の歴史巡り

2011年5月1日

連絡先

古川　貞一

登録番号

55 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 8 4 ： 6

入会金 会費

01 10

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 清水　 哲 設立年月日 2004年11月15日

連絡先

清水　由美子

072-809-2318

なし なし　催がある時に徴収

人権の擁護又は平和の
推進

特定非営利活動法人 ホームベース 登録番号 68

会員数 12 4 男女比

FAX 072-809-2318

homebase_kaigo@yahoo.co.jp

在宅で援助が必要な高齢者やその家族、自立介護支援を必要とする人々に対して、できるだけ自立し、尊厳を持って自
分らしく行き通すことを願い、今までの生活を維持できるよう利用者の希望を尊重したサービスを行うとともに地域福祉の
増進に寄与することを目的としています。
障害を抱えながら生活する事の難しさを、理事長自ら講演活動を通して皆さんに紹介しながら、いつか障害者の当たり前
の生活が自然な事として世間に受け止められるよう、日々自分が普通に生活する事を身をもって実践しながら活動して
います。

ボランティアとしての移送サービスから始めて、福祉有償移送サービスによる1人では公共の移動手段を使っての外出が
困難な方のために、ドアツードアで移送サービスをおこなっています。
また、介護保険で認定を受けられた方、障がい者手帳をお持ちの方にヘルパーを派遣しています。
1人では外出が望めない障がい者（児）に自立生活及び社会参加をする際に必要な移動支援・通学支援を行っていま
す。
相談受付業務として上記サービスに対する相談・質問に常時お応えしています。

主な活動場所 近畿内（主に枚方市近辺）

定例活動日 枚方まつり、NPOフェスタ、春秋の親睦会
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 ：

入会金 会費

02 06 11 国際協力

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 50 50 男女比

代表者 渡邊　 喜恵子 設立年月日 2002年10月1日

連絡先

神野　陽子

072-847-1392 FAX

3000円/月

会員の健康増進、保全、文化交流、社会教育の推進、スポーツの振興を図る活動　幼少時から体を動かし、基礎体力を
つける（児童クラス）

運動不足の中高年も太極拳・気功によって、健康になり、口コミで希望者も増加している。中国語講習もしている

主な活動場所 サプリ村野と生涯学習センター

定例活動日 月・水・木・金・土

太極拳・気功サークル 登録番号 71

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

072-847-1392

zhao-yunhua@hera.eonet.ne.jp

1000円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 34 7 ： 3

入会金 会費

01 02 03 まちづく り の推進 06

07 11 12
男女共同参画社会の
形成の促進 13

14 15

定例活動日 毎日

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 高橋　 克忠 設立年月日

特定非営利活動法人 けいはんな文化学術協会

3000円/年

0774-95-5110 FAX 050-3156-1616

antares@kvc.keihanna.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

環境の保全 国際協力 子ども の健全育成

情報化社会の発展 科学技術の振興

団体HP（URL) http://www3.kcn.ne.jp/~kvc/

会員数 38

73

会員が培った数多くの経験や実績をもとに、引き続き会員が相互に研鑽を積みながら、ボランティア精神を基本として社
会貢献をはかり、新しい社会の建設に寄与することが目的である。自主研究、技術移転、教育支援、社会福祉、環境保
全、国際交流の6分野がある。近年は1999年のブタペスト宣言（社会のための科学、社会の中の科学をキーフレーズとす
る「21世紀はトランスサイエンスの時代」）とそれを受けてのPISAの勧告（Program for International Student Assessment）
にもとづく教育改革の方向性を見据えた教育のあり方を社会に対して先導的に示すことが中心的な活動目的となってい
る。

2003/2004年に、文部科学省より科学技術振興調整費のもとで調査研究プログラム「サイエンス・メディエーター制度の
推進」を受託、2005年3月に政策提言を行った。2008/2010年に文部科学省（独）科学技術振興機構より先端計測分析技
術・機器開発事業を受託、「食品衛生のための非破壊分析装置」を開発して販売をしている。その他、各種助成事業や市
民向けの科学・技術コミュニケーションの場「けいはんなサロン」を定期的に開催し、後者はこの3月で第224回を迎えた。
また、2010年以来、JAXA宇宙航空研究開発機構との共催で教育プログラム「コズミックカレッジ」を年間6～7回の頻度で
実施している。その他、国際子どもキャンプ（通算36回）、科学キャンプ（通算28回）、中学生グローバルキャンプ（通算15
回）はいずれも外国人キャンプカウンセラー6～7名のもとで実施するもので、募集を開始して1日で定員が埋まるなど社
会から高い評価を受けている。ただし、枚方市については当市内で開催されないものについて後援名義を使用させない
方針であるため、枚方市からの参加者が少ないのが現状である。本キャンプについてはグローバル・スタンダードのもの
であり、キャンパーとしての体験者がキャンプ・カウンセラーとして戻ってくるなどの好循環が既に生まれている。こうした
実績をもとに京都大学地域連携教育研究推進ユニットと連携して、「21世紀に則した教育コンテンツの開発」というテーマ
で研究を進めているが、2018年度においては京都大学、京都府、京都府木津川市教育委員会が主催する「1まち1キャン
パス事業」の担い手として参加、その成果を京都大学の年報に論文として報告している。

主な活動場所 関西文化学術研究都市

2001年6月13日

連絡先

阪本 厚子

登録番号

4 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 19 8.5 ： 1.5

入会金 会費

02 03 04 観光の振興 14

15

主な活動分野 観光の振興

団体HP（URL) http://www.tenmon.org/

活動分野

社会教育の推進

代表者 柴田　 一成 設立年月日 2011年4月1日

連絡先

青木　成一郎

090-4758-9342

なし なし

まちづく り の推進 情報化社会の発展

科学技術の振興

京都千年天文学街道（NPO花山星空ネットワーク） 登録番号 74

会員数 20 1 男女比

FAX

aoki@kwasan.kyoto-u.ac.jp

京都での平安時代の天文観測記録と最新天文学の密接な繋がり、江戸時代に京都を舞台とした日本独自の初めての
暦作成や改暦、さらに、これらの関連史跡や遺物が京都には今でも数多く残っていることは、あまり知られていない。そ
のため、関連史跡などを巡る「京都千年天文学街道ツアー」を開催し、ツアーへ参加者に、古の天文学から最新天文学
までの京都での1000年にわたる天文学を知ってもらう天文教育普及が、本活動の目的である。またツアーは学校遠足に
も対応しており、理科教育面での社会貢献も活動の目的の一つである。

京都千年天文学街道ツアーとして、「明月記」「神楽岡」「花山天文台」「暦合戦」の基本4コースを毎月各1回程度開催し
ている。ツアーには「天文博士」（天文研究者）と歴史系ガイドが同行し、天文学関連の史跡・遺物を見ながら古の天文観
測から最新の天文学まで、幅広く参加者へ気さくに解説している。団体代表の柴田京大教授も天文博士の一人である。
ツアー以外に、座学「アストロトーク」（4次元宇宙シアターや天文学講演）も月1回程度、開催している。これらには枚方市
からの参加者もあり、枚方市民の天文教育普及にも貢献している。まだ京都市内での開催だが、枚方市など近隣地域へ
の展開も視野に入れている。

主な活動場所 現在のところ主に京都市内だが、枚方市など近隣地域への展開も検討中

定例活動日 毎週土曜日または日曜日など
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 1 ： 9

入会金 会費

02 14 17
職業能力の開発・ 雇
用機会の拡充支援

団体HP（URL)

主な活動分野 職業能力の開発・雇用機会の拡充支援

会員数 11 8 男女比

代表者 主藤　 文子 設立年月日 2002年3月16日

連絡先

主藤　文子

072-856-0522 FAX

必要に応じて

長年培った情報技術者育成のノウハウを活用して、働く人の主体的な能力開発の支援・・・教育【情報処理国家資格取得
サポート、IT職業訓練（java、PHP、HTML＋CSS）、一般企業IT新人研修】
開発【プログラム開発、システム設計】
当初からのパソコンサポート・・・子育てなどで外出の難しい人への、家庭でのパソコン技術取得の支援

大阪府職業訓練（javaプログラム科ほか）
高齢者、乳幼児子育て中の主婦などのパソコン操作支援

主な活動場所 大阪府（特に枚方市）

定例活動日

教育コンサルタントファーム　GAPP 登録番号 75

活動分野

社会教育の推進 情報化社会の発展

072-856-0522

sudou@hi-ho.ne.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 5

入会金 会費

02 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 13

定例活動日

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 秋山　 深幸 設立年月日

saku　らーにんぐ

090-3976-9092 FAX 072-893-0147

sakulearning@gmail.com

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進 子ども の健全育成

団体HP（URL) http://ameblo.jp/sakulearning/

会員数 5

76

①“学び”を中心に、子どもと大人が一緒に楽しめる様々な体験の場を創出すること。
②子どもたちの心を豊かに育むこと。
③子どもからの表現・発信を支えること。
そのために、子どもと子どもを支える大人・地域に働きかけ、活動しています。
④子どもの権利条約のもと、地域で子どもたちが安心安全に暮らし、自分の居場所を確立し、自己実現していくために大
人や環境に働きかけ、ともに育ち合うために活動している。

①交野市市民活動ネットワーク　子ども団体関連連絡会
「わいわいこどもねっと」の運営、企画
②こどもフェスティバル～キッズ・ハロウィン～の開催
（企画・運営・コーディネート）
③子ども食堂の運営協力

主な活動場所 交野市

2012年4月1日

連絡先

秋山　深幸

登録番号

5 男女比

なし

46 ページ

http://ameblo.jp/sakulearning/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 9 ： 4

入会金 会費

03 09 13 子ども の健全育成

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL) http://www.eonet.ne.jp/~kitousan/

活動分野

まちづく り の推進

代表者 津田　 仁 設立年月日 2007年12月26日

連絡先

野澤　征子

072-834-5598

地域安全活動

NPO法人 キッズナビわかば 登録番号 78

会員数 13 12 男女比

FAX

wakaba@nike.eonet.ne.jp

子どもたちが豊かに自立し、人生を自分の力で切り拓いて生きるたくましさを培うことを願い、子どもを預けたい親と事前
に登録している子育てに関心のあるボランティアの橋渡しをすることで子育てにやさしいまちづくりに寄与することを目的
とする。

幼保育園への送迎や病児保育など、依頼者の要望に応えるかたちで、訪問のうえ、困っている親を支援している。

主な活動場所 主に枚方市内

定例活動日 特に決まっていない
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 28 6 ： 4

入会金 会費

01 10 13 子ども の健全育成 14

団体HP（URL)

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 31 3 男女比

代表者 鈴木　 祐子 設立年月日 2005年4月1日

連絡先

鈴木　祐子

072-810-7880 FAX

100円/1回

地域の障害者や高齢者など福祉サービスを必要とする人々、およびその家族に対して介護、支援、生活援助、啓発にか
んする事業を行い、人と人が共に生き、集える場を提供する事業を行い、地域福祉の増進、ノーマライゼーション社会の
実現に寄与すること。

”ほっとカフェ自遊”サロン活動　第2・第4日曜日開催

主な活動場所 ゆいむ（結夢）

定例活動日 第2・4日曜日

特定非営利活動法人ゆいむ（結夢） 登録番号 80

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

人権の擁護又は平和の
推進

情報化社会の発展

072-810-7881

yuimu.jiyuu@sepia.plala.or.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 4 8 ： 2

入会金 会費

02 03 04 観光の振興 06

11 13 16 経済活動の活性化

定例活動日 毎月第2土曜日

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 廣瀬　 雅雄 設立年月日

天の川七夕星まつりの会

2000円/年

090-3280-4711 FAX 072-898-6250

kattn@wish.ocn.ne.jp

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

国際協力 子ども の健全育成

団体HP（URL) http://www.yuko.ne.jp/tanabata/

会員数 29

81

平安時代に交野が原と呼ばれた現在の枚方市・交野市に伝承されていた七夕伝説を広く市民に啓蒙すると共に日本全
国及び海外に発信する。

七夕笹飾り・七夕技芸展・七夕歴史講座・七夕浪漫ウォーキング・天の川とんどまつりなどを毎年開催。2000年七夕ブッ
ク:『交野が原と七夕伝説』、七夕マップ:天の川ロマンウォーキングを出版。ホームページ公開。2007年7月7日「第10回全
国七夕サミット」開催、2008年いつでも、どこでも、無料でできる七夕検定を公開。2011年「七夕の絆」活動で仙台へ支援
金を送金開始、7月にミッションを派遣。引き続き東北物産直売コーナーの提供。枚方宿ジャズストリートへの参画。2016
年には天の川・交野ケ原日本遺産プロジェクト実行委員会にも参加する事で、交野市・枚方市に点在する文化財や地域
に伝わるストーリー、名産などを「天空の地上絵」と題して「日本遺産」を目指し、プラットフォームとして市民活動を行う。

主な活動場所 交野が原

1990年4月

連絡先

土井　克彦

登録番号

25 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 4 ： 6

入会金 会費

06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL) http://www.designdot.co.jp/went/

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 岡野　 翔太 設立年月日 2004年10月3日

連絡先

岡野　翔太

080-1414-2122

なし 1500円/月

WENT 登録番号 82

会員数 16 11 男女比

FAX

went1003@yahoo.co.jp

吹奏楽を通して、団員相互の協力、技術の向上を図り、吹奏楽の発展に寄与する。

毎週土曜日と月1～2回の日祝日、主に楠葉生涯学習市民センターにて練習を行っている。地域の催し、当団主催の演
奏会において、演奏活動を行っている。

主な活動場所 楠葉生涯学習市民センター

定例活動日 毎週土曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 4 3 ： 7

入会金 会費

01 13 16 経済活動の活性化

団体HP（URL) http://www.osaka-coaches.org

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 10 6 男女比

代表者 木村　 文江 設立年月日 2006年7月5日

連絡先

木村　千昭

072-808-7847 FAX

3000円/年

幼児から高齢者までを対象にスポーツの啓発・普及活動を行い、精神の高揚と健康の増進ならびに体力の向上を目指
すとともに、スポーツ指導者の養成と育成事業を促進することにより、健康で明るい社会の構築に寄与すること。

サプリ村野、きらら、くずは生涯学習センターにて高齢者向け体操教室を定期開催。
その他公共等の事業の受託。

主な活動場所 輝きプラザきらら

定例活動日 木曜日

NPO法人 コーチズ大阪 登録番号 83

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

子ども の健全育成

072-858-4143

info@osaka-coaches.org

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 0 ： 10

入会金 会費

10 13

定例活動日 原則奇数月の水曜日（2ヶ月に一度）午後

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 豊高　 明枝 設立年月日

放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」

なし

090-5893-5635 FAX

c-k@love.dugong.net

活動分野

人権の擁護又は平和
の推進

子ども の健全育成

団体HP（URL) http://love-dugong.net/c-k/

会員数 14

84

障害の有無にかかわらず、子どもたちや子どもを育てる親たちが「等身大の自分」を見つめ、社会の中で自己実現できる
よう、互いに支え合い学び合う。同時に、社会への啓発活動を行い、ともに生きる仲間として支え合う関係を築いていく。

・2ヵ月に1度の定例会―支援者をまじえて誰でも参加できるしゃべり場を開催
・助成金を得て情報発信の活動（中卒後の進路について。インクルーシブ教育等）
・子育て、教育等に関する講座開催

主な活動場所 ラポールひらかた

2006年5月10日

連絡先

豊高　明枝

登録番号

9 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 0 ： 10

入会金 会費

11

主な活動分野 国際協力

団体HP（URL)

活動分野

国際協力

代表者 山田　 淑子 設立年月日 2000年1月

連絡先

山田　淑子

072-841-5315

なし なし

ひらかたAKAYの会 登録番号 86

会員数 7 4 男女比

FAX 072-841-5315

takahito.yorika2015@gmail.com

フィリピン・マニラにある貧しい子どもたちに栄養、教育を提供する施設を支援することを目的にしています。その中で、
フィリピンのこと、貧しさのことなどを学習し、相互の理解を深めること。又、会員たちが出会い、経験する中で、フィリピン
以外の外国についても理解を深めるとともに、他の人々にも知らせていくことなども目的としています。

フィリピンの子どもたちを支援するためのチャリティーコンサートを中心に、各種イベントに参加してフィリピンのお母さん
たちが作った布製品の販売、写真展などを行っています。

主な活動場所 特に決まっていない

定例活動日 特に決まっていない
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 10 3 ： 7

入会金 会費

11

団体HP（URL)

主な活動分野 国際協力

会員数 30 20 男女比

代表者 清水　 マリ アルース 設立年月日 1994年11月14日

連絡先

清水　清

072-858-0045 FAX

3000円/年

イフィックとは、インターナショナルファミリーフレンドシップインカンサイ（関西国際家族友好団体）の略称で、大阪に本拠
を持つ営利を目的としないボランティア団体（NPO）です。現在、メンバーは30名程度で主に日本人、フィリピン人のほか
国籍を問わず、大人から子供まで参加しており、また、大阪、神戸、京都など幅広く活動しています。

フィリピンのケソン市で学校に通えない子供達に勉強ができるための支援活動を行っています。現在、168名の子供達を
支援し、資金面での援助のほか、毎年、学校教材などを送っています。また、フィリピン中部のサマール島の人たちにも
支援しています。異なった文化を理解するために、音楽、ダンス、外国の生活などの文化をお互い学び、教えあって、同
じような考えで活動しているグループとも支援・協力しあうなどの活動をしています。フィリピンの文化を紹介する活動もし
ています。

主な活動場所 公園・公民館等

定例活動日 不定期

イフィック（関西国際家族友好団体） 登録番号 88

活動分野

国際協力

072-858-0045

ml.mcs@zeus.eonet.ne.jp

3000円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 36 5 ： 5

入会金 会費

01 06

定例活動日 火～土曜日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 宮川　 和香子 設立年月日

特定非営利活動法人 ひまわり七宝

正会員2000円/年　賛助会員1000円/1口

072-867-0251 FAX 072-867-0251

himawari-shippo@lime.ocn.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

団体HP（URL)

会員数 71

89

・障害者や高齢者に対して七宝を中心とした創作活動の場、地域活動の場を提供し以って障害者と健常者の共生を促進
する
・伝統工芸としての七宝焼の普及

障害者地域生活支援事業（地域活動支援センターⅢ型事業）として、火～土曜日、主として七宝焼の制作・販売および一
般を対象として七宝焼き講習会を行っています。出張講習のほか、随時来所いただき、七宝焼制作をしていただける場
を設けています

主な活動場所 ひまわり七宝（枚方市招堤中町1丁目28-31）

1982年5月1日

連絡先

津田　智子

登録番号

35 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 13 5 ： 5

入会金 会費

01 02 03 まちづく り の推進 06

13 19

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 辻本　 享 設立年月日 2006年4月1日

連絡先

辻本　享

072-858-4370

なし 3000円/3ヶ月

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

子ども の健全育成
団体の運営又は活動に
関する連絡、 助言又は
援助

ハッピーマジック 登録番号 90

会員数 26 13 男女比

FAX 072-858-4370

福祉施設のボランティア出演並びに老人クラブ、学校、子供会、生涯学習センターへの出演及びマジック技術向上のた
めの教室を開いています。

枚方教室　　　市民会館　毎月第2第4金曜日　13時より
交野教室　　　市立青年の家　毎月第1第3水曜日　初級13時より
寝屋川教室　 市立エスポワール　毎月第2第4木曜日　初級13時より

主な活動場所 枚方・交野・寝屋川

定例活動日 枚方教室第2・4金曜日　交野教室第1・3水曜日　寝屋川教室第2・4木曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 8 7 ： 3

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成

団体HP（URL)

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 18 10 男女比

代表者 中山　 宏仁 設立年月日 2006年2月１日

連絡先

三原 利之

090-4037-8828 FAX

￥0

踊りを通した青少年の健全育成。
枚方市を笑顔であふれた町にしたい。
地域の活性化を図りたい。

大阪メチャハピー祭の会場を枚方でももうけた。月一回以上集まり、上記目的を達成するため、宣伝活動等を行い、さま
ざまな活動を企画実行している。

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 第３金曜日

大阪メチャハピー祭in枚方実行委員会 登録番号 91

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

tosiyuki.mihara@gmail.com

￥0
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 782 5 ： 5

入会金 会費

02 06 07 環境の保全 13

定例活動日 不定期（年間を通して）

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 髙井　 啓大郎 設立年月日

一般社団法人 のあっく自然学校

700円/年

072-805-3230 FAX 06-7635-9343

info@noac.jp

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

子ども の健全育成

団体HP（URL) http://www.noac.jp

会員数 850

92

私達は、枚方市民はもとより、周辺住民も含め、野外活動や環境保全教育、そのほか社会教育に係る学習の場、安全に
運動できる場を提供し、大阪府民の生涯学習及び野外スポーツの振興、自然体験を通した子どもの健全育成に寄与す
ることを目的としている。

現在、関西を中心に社員13人、ボランティア65人、会員約850人で運営している。この度、活動拠点を枚方市にも広げ、
年間を通して活動する”のあのあクラブ”初めてのキャンプに参加する子どもの”チャレンジキャンプ”冒険心いっぱいの”
無人島キャンプ”親子で楽しめる”交流キャンプ”障害者も健常者も一緒の”ユニバーサルキャンプ”など、子どもからシル
バーまで、誰もが楽しめるプログラムを展開していく。

主な活動場所 枚方市・寝屋川市

1994年4月1日

連絡先

藤本　和

登録番号

68 男女比

1800円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 60 3 ： 7

入会金 会費

06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 山路　 哲 設立年月日 2000年1月7日

連絡先

徳永　真理子

070-5664-4476

なし 年会費個人1500円　団体3000円

枚方演劇連盟 登録番号 96

会員数 200 140 男女比

FAX

tokunaga@fakikaku.com

演劇活動をする中高生、一般劇団、個人の交流。市の演劇活動の活性化

月1回会議。年1回総会。枚連ニュース隔月発行。文化国際財団のご協力を得て、毎年演劇ワークショップを開催。

主な活動場所 生涯学習センター、青少年センター、市民会館等

定例活動日 毎月第3火曜日7時（定例会議）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 10 2 ： 8

入会金 会費

02 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 12

13

団体HP（URL) http://npo-gamu.o.oo7.jp/

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 17 7 男女比

代表者 中島　 その子 設立年月日 2001年6月15日

連絡先

内田　邦子

072-829-4461 FAX

2000円/年

日本の伝統楽器和太鼓の普及に努めると共に、和太鼓文化の構築および和太鼓を通じて四少年の健全育成並びにコ
ミュニティ活動に関する事業を行うことをもって社会貢献を目的とする。

和太鼓の講座開催（楽しい和太鼓講座）　イベントなどの開催　小・中学校への和太鼓指導・学校公演
和太鼓講習会（親子教室、成人対象の教室、50歳からの教室の支援）
和太鼓演奏曲の指導（高校生の文化祭)
府民スポーツ・レクリエーションフェスティバルオープニングセレモニー参加
小学校等公演

主な活動場所 大阪府全域

定例活動日 木・金・土・日

特定非営利活動法人 雅夢（がむ） 登録番号 97

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進
男女共同参画社会の形
成の促進

子ども の健全育成

072-829-4461

npo.gamu@nifty.com

1000円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 6 1 ： 2

入会金 会費

01

定例活動日 毎週水曜日18:30～21:00

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 松崎　 正嗣 設立年月日

手話サークル青柿

100円/月

090-6672-9520 FAX 072-851-5972

hoshi6672kazu9520@ymobile.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL)

会員数 29

100

地域のろうあ者と交流し手話の技術の向上をめざし広く社会を知る

毎週水曜日18:30～21:00の定例会の他毎月役員会を開く。各行事の実行委員会を持つ。他の団体の行事に参加協力し
ている。（花見、ふれあいフェスティバル、納涼会、ハイキング合宿、クリスマス会、忘年会、茶話会、総会、講演会、枚方
まつり、社協福祉フェスティバルなど）

主な活動場所 ラポールひらかた

1974年5月

連絡先

星野　和也

登録番号

23 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 ：

入会金 会費

01

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL) http://www.yanaginosato.jp/

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 辻　 史生 設立年月日 1994年11月2日

連絡先

小田　壮一

072-859-0245

なし なし

社会福祉法人 やなぎの里 登録番号 102

会員数 男女比

FAX 072-859-2310

papirusu@circus.ocn.ne.jp

多様な福祉サービスを、その利用者の意向を尊重して、総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人
の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができる様支援することを目的とする。

・各施設において日々の作業トレーニング
・福祉フェス等の福祉イベントへの参加
・人形劇公演
・レクリエーション（各施設単位によるレク）
・岡東公園の福祉バザーの参加

主な活動場所 枚方市内全域

定例活動日 12月31日～1月3日以外、基本的に活動
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 7 ： 3

入会金 会費

01

団体HP（URL)

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 41 41 男女比

代表者 岡﨑　 成子 設立年月日 2005年7月15日

連絡先

中野　直子

072-808-6576 FAX

1000円/1口

障害のある人々が地域で自立して生活していける社会の実現を図るため、障害者の就労を支援するとともに障害者の就
労を推進するための啓発に関する事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

・障害者総合支援法による就労継続支援B型施設の運営事業
・障害者の就労支援事業
・障害者問題に関する啓発事業

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 平日

特定非営利活動法人　枚方市障害者事業協会 登録番号 106

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

072-808-6579

npojigyokyokai@image.ocn.ne.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 3 ： 7

入会金 会費

08 10 13 子ども の健全育成

定例活動日 月2回程度　不定期

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 佐藤　 信江 設立年月日

やんちゃっ子ひらかた

なし

072-868-3867 FAX

活動分野

災害救援活動
人権の擁護又は平和の
推進

団体HP（URL)

会員数 25

109

福島原発の事故により被災した子どもたちを招き、自然の中でのびのびと遊べる保養キャンプを実施する等放射能から
子供を守る取り組みを行う

2012年4月　実行委員会立ち上げ、8月に保養キャンプ実施
2013年3月　保養ホームステイ実施
　　〃　8月　　　　　　〃　　　　実施予定

主な活動場所 枚方市内

2011年12月1日

連絡先

佐藤　信江

登録番号

20 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 4 4 ： 6

入会金 会費

06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 佐藤　 信江 設立年月日 2000年8月1日

連絡先

佐藤　信江

072-868-3867

なし なし

中宮チャンゴの会 登録番号 110

会員数 10 6 男女比

FAX

akkie.toyotaka@gmail.com

・多文化共生社会を支える一員としてのあり方を考え、取り組みに参加する
・朝鮮半島の伝統楽器「チャンゴ」の練習を楽しみ、交流を図る

チャンゴ練習（毎木曜19:00～21:00月1回講師を招いて）（月2回土曜日10:00～12:00）
・地域まつりなどに参加（多文化・百済フェスなど）
・ワークショップ

主な活動場所 中宮中学校

定例活動日 毎木曜夜　土曜午前
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 11 8 ： 2

入会金 会費

02 07 13 子ども の健全育成

団体HP（URL) http://taketorinokai.com/

主な活動分野 環境の保全

会員数 60 49 男女比

代表者 小出　 哲男 設立年月日 2002年7月

連絡先

岩本　次男

072-848-2633 FAX

500円/年

私たち法人は、歴史的に人々の生活に密着して利活用されてきた里山の再生と利用に関する事業を行うことにより、里
山を通じて自然との共生を学び自然環境の保全に役立つことを目的とする。

毎月の活動計画に基づいて、当日の具体的な活動を発表し、会員が選択して各班に分かれて活動をします。例えば、午
前10時前にラジオ体操を行い、連絡事項と今日の活動の発表があり、体力・技術と関心度に合わせて参加。昼食は午前
11時半頃から約30分。コーヒーやお菓子のサービスも時にはあります。午後も同じ活動をする人もあります。木陰で竹炭
焼きの材料作りや竹炭の袋詰めを行います。冬場はトン汁を作り、体を温めます。夏場はアイスキャンディで熱中症対策
を行っています。午後2時～3時頃に活動は終了します。

主な活動場所 枚方市野外活動センター

定例活動日 毎週日・水曜日（第5日曜日は休み）

特定非営利活動法人 森林ボランティア竹取物語の会 登録番号 111

活動分野

社会教育の推進 環境の保全

tsuguo0214willy@gmail.com

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 15 4 ： 6

入会金 会費

06 12 13 子ども の健全育成

定例活動日 不定日

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 武岡　 万里子 設立年月日

枚方南おやこ劇場

1200円/月

072-853-8839 / 090-1223-2961 FAX 072-853-8839

minami_oyako@yahoo.co.jp

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

男女共同参画社会の形
成の促進

団体HP（URL) http://blog.livedoor.jp/minami_hirakata

会員数 140

114

地域の子どもたちの豊かな成長を願い、プロによる生の舞台芸術鑑賞やキャンプ、おまつり等の自主活動を母親たちが
中心となって企画・運営

乳幼児～大人まで幅広い年齢が在籍。年4回の芸術鑑賞。夏の高学年キャンプ、春のファミリーキャンプ、乳幼児の会
（月2回）、中高生、青年の子を持つ親の会など一年中楽しく活動しています。

主な活動場所 南部生涯学習市民センター・事務所

1994年9月1日

連絡先

廣瀬　晴美

登録番号

100 男女比

100円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 19 2 ： 8

入会金 会費

01 02

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 山田　 智子 設立年月日 1978年

連絡先

西村　晶子

072-807-4928・090-2014-6737

なし 2000円/年

社会教育の推進

特定非営利活動法人 枚方市手話通訳協会 登録番号 115

会員数 55 36 男女比

FAX 072-807-4928

hstk@royal.ocn.ne.jp

手話通訳派遣その他聴覚障害者の情報保障に関する事業を行い、聴覚障害者の自立、社会参加を進めるとともに、社
会全体の利益の増進に寄与する。また、手話の普及、並びに手話通訳者の養成を推進する。

・聴覚障害者と聴者の橋渡し及び情報補償となる手話通訳者派遣
・各種手話教室開催
・枚方市障害福祉室での窓口手話通訳業務
・学校、企業等への手話普及活動
・枚方市登録手話通訳者の研修
・手話通訳者の養成
・手話講師の養成

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 不定期
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 6 ：

入会金 会費

02 03

団体HP（URL) http://www.hirakanren.com/

主な活動分野 まちづくりの推進

会員数 40 34 男女比

代表者 入口　 恭子 設立年月日 2005年1月（NPO法人設立2009年1月）

連絡先

入口　恭子

090-1592-2829 FAX

情報交換、経験交流、研修及び分譲マンション居住者等への必要な情報提供を行うことによりマンション居住者等の自
治能力の向上を図るとともに、管理組合が自らの責任において住環境の向上、建物・設備の維持管理、良好なコミュニ
ティの形成を図ることで、適正なマンション形成に伴うまちづくりの推進と消費者の保護に寄与すること

1.情報交換、情報提供、研修の事業として、隔月毎の全会員交流会、テーマ毎の交流会、研修会の開催。2.相談・支援
の事業として、交流会での相談、個別の相談会。会員メーリングリストを利用する随時相談を実施。3.調査研究、成果発
行の事業として、交流会などを通じて蓄積したデータを提供し、適宜テーマ別の小冊子を発行。4.行政への提案、提言の
事業として、行政がマンション管理適正化法で定められている管理組合への相談体制整備等の支援を充実するよう求
め、毎年定例の協議を実施。

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 マンションによる

特定非営利活動法人 枚方マンション管理組合連合会 登録番号 116

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進

iriguchan@nifty.com

69 ページ

http://www.hirakanren.com/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 29 3 ： 7

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成

定例活動日 バスケット火曜日　ママスポ月or金 月1回体育、スイムレッスン、野外活動など

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 木下　 容子 設立年月日

YBC（笑）－スポーツ応援クラブ-

種目により1回400円～

090-7877-6115 FAX

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

団体HP（URL) http://ybc2008.blog.fc2.com/

会員数 122

117

・楽しくスポーツをしてもらえる環境づくり、場の提供
・年齢関係なく、人と人が集える場づくり

・バスケットボール（成人、ファミリー、小学生）
・ママスポ（ヨガ、バランスストレッチ、テニス）
・野外料理クラブ
・体育
・スイミング
・キャンプ（スキー一泊）（夏キャンプ2泊3日、1泊2日）
・その他　イベント

主な活動場所 渚体育館、輝ききららプラザ、伊加賀スポーツセンター

2008年4月1日

連絡先

木下　容子

登録番号

93 男女比

登録・保険代として2250円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 30 2 ： 8

入会金 会費

06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 樋口　 はる 設立年月日 2011年6月15日

連絡先

樋口　はる

080-6186-2833

無し 無し

くらわんかアーバンステージ 登録番号 118

会員数 50 20 男女比

FAX

kurawankahirakata@gmail.com

枚方市内に在住し、歌やダンス、伝統芸などアーティスティックな活動をする団体の発展(!!)が
枚方市の発展につながり、より多くの方々と共に住み続けたい町作りを目指して
いきたいです。

2013年8月24日「枚方まつり」
2013年9月22日「ひらかたNPOフェスタ2013」
など、ステージでの演目披露を予定しています。
年に5～6回程度、活動していく予定です。

主な活動場所 枚方市内

定例活動日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 5 ： 5

入会金 会費

01 02 03 まちづく り の推進

団体HP（URL)

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 22 21 男女比

代表者 真下　 益 設立年月日 2009年4月24日

連絡先

佐藤　信江

072-868-3867 FAX

お茶代等実費 各100円 （会費ではない）

高齢者を中心とした地域の人が集える常設サロンを運営し、脳トレや趣味の活動をきっかけに、健康・介護・子育て等の
相談ができる機会とする。また、老人福祉施設等への慰問ボランティアを行う。それが認知症予防を含めた介護予防に
つながり、心のバリアフリーが実現することにより、あたたかい地域づくりを目指す。

2009年1月　 　  　　　　　社会福祉事業開発基金助成金交付決定
　  　　 5月　 　　  　　　　常設サロン開所
2010年4月-2011年3月　福祉医療機構の助成を受け、「心のバリアフリーを目指した居場所づくり事業」を
                               実施。
2011年4月-12月          「ひらかたふれあいファンド」の助成を受け、音楽療法と体操による「心と身体の
                               健康広場」開催。
2012年・2013年           サロン開催継続

主な活動場所 枚方市楠葉野田2-30-8

定例活動日 年末年始を除く、ほぼ毎日

みんなでつくる広場「ちょこっと」 登録番号 120

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

社会教育の推進

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 2 ： 8

入会金 会費

03 06 13 子ども の健全育成

定例活動日 月２回

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 保坂　 規子 設立年月日

とっておきの音楽祭 in ひらかた 実行委員会

なし

072-834-6709 FAX 072-834-6709

gabu2828@gmail.com

活動分野

まちづく り の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

団体HP（URL) http://totteoki-hirakata.com/

会員数 24

121

障がいのある人もない人も一緒に音楽祭を楽しみ、音楽の力で心のバリアフリーを目指す音楽祭を開催します。それに
より人と人が出会い、共感しあえる活気に満ちた「ひらかた」の街をつくっていくことを目的とします。

2013年2月10日に実行委員会を設立。2014年4月13日の開催に向けて、月2回の実行委員会を開催し準備中。

主な活動場所 ラポールひらかた

2013年2月10日

連絡先

保坂　規子

登録番号

21 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 25 5 ： 5

入会金 会費

02 13

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL) http://heiseiterakoya.sakura.ne.jp/

活動分野

社会教育の推進

代表者 久田　 憲司 設立年月日 2002年4月1日

連絡先

久田　憲司

072-841-5182

なし 3,000円～/月

子ども の健全育成

平成寺子屋 登録番号 122

会員数 40 15 男女比

FAX 072-841-5182

heiseiterakoyakh1968@ybb.ne.jp

不登校や学力不振の生徒の受け入れも積極的に行っていきたい。将来は生活保護世帯の生徒を安い月謝で受け入れ
ることも検討中。当教室では学力向上はもちろんのこと、人間性やコミュニケーション能力の向上も同時に目指している。

主な活動場所 サプリ村野

定例活動日 木・土曜
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 18 2 ： 8

入会金 会費

01

団体HP（URL) http://kirakukai.com/

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 60 42 男女比

代表者 平田 昭子 設立年月日 2001年10月10日

連絡先

桑垣 亜由美

072-836-6006 FAX

正会員2,000円/年、賛助会員1,000円/年

障害があっても、高齢になって認知症状や寝たきりになって介護が必要な状況になっても、本人や家族が安心して日常
生活を営むことが出来るよう継続的なサポートを行い、日中はデイサービス事業を通して在宅介護の支援を行っていく。
また地域の寄り処となるよう、地域に溶けこんだ活動をして行く。

介護が必要な方々が在宅で安心して暮らして行く為に、気軽に集えるミニデイサービスきらく会を運営している。
ご利用者の生活状況の低下や予防に努め、ご家族の精神的身体的負担のサポートを行っている。
一日定員13名の小規模デイ。おひとりおひとりが心地よく過ごせる場の提供を行っている。
また、地域へは定期的な機関誌の配布や交流会の開催を行っている。

主な活動場所 枚方市長尾家具町

定例活動日 月～土曜 （日曜、1/1～3は休み）

特定非営利活動法人 きらく会 登録番号 126

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

072-836-6006

kirakukai@blue.ocn.ne.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 315 3 ： 7

入会金 会費

11

定例活動日 2ヶ月に1回

主な活動分野 国際協力

代表者 浜崎 正三 設立年月日

NPO法人 枚方交野国際奉仕活動協会

17,000円/年

072-848-3605 FAX 072-848-3605

yshozo@mug.biglobe.ne.jp

活動分野

国際協力

団体HP（URL)

会員数 408

127

ネパール王国の子ども達への教育支援を行い、識字率の向上を図り、子ども達の健全な育成を図ると共に、両国民間の
交流を通じて、文化を理解し合い、友情を深めること「共に生きる」をモットーに活動する。

○ネパール国の小、中、高の学校建設増改築活動
○奨学金支援活動（里親制度で子ども達の学費を支援）
○教師育成活動（ネパールの教師に、日本の小中学校での研修機会を与える）
○子ども達の健康管理活動などの実施
○会員交流活動
○募金活動
○ネパール愛の宅急便、ネパールの旅（年2回実施）
○ホームステイの受入れ
○ニュース発行
○貸付式奨学金制度実施

主な活動場所 日本国内、ネパール国内

1987年11月1日

連絡先

浜崎 正三

登録番号

93 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 16

入会金 会費

01

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 檜 伸子 設立年月日 2012年10月2日

連絡先

枚方市ボランティアセンター
傾聴ボランティアグループ「ちょうちょ」

072-841-0181

なし なし

傾聴ボランティアグループ「ちょうちょ」 登録番号 128

会員数 16 16 男女比

FAX 072-541-0182

hinoki@gaia.eonet.ne.jp

傾聴活動を通じて自己の向上を図ると共に、地域の福祉に協力する。

枚方市ボランティアセンターに寄せられた依頼に対し、自宅や施設を訪問し、傾聴活動を行っている

主な活動場所 ラポールひらかた

定例活動日 毎月第一木曜
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 6 0 ： 10

入会金 会費

13

団体HP（URL) http://www.eonet.ne.jp/~gsosaka101/top4.html

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 33 27 男女比

代表者 大滝 千鶴子 設立年月日 1977年4月1日

連絡先

福地　眞知子

072-855-3017 / 090-5126-2438 FAX

24,000円/年

ガールスカウト日本連盟定款第４条（少女と女性が自ら考え行動できる人になる）に定める目的を遂行し、
責任ある世界市民を育てることを目的とする。

楠葉生涯学習市民センターを拠点に、集会や行事、エコキャップやユニセフなどの募金活動、夏季キャンプなどの野外活
動や、日本連盟主催の全国キャンプやギャザリングなどに積極的に参加しています。

主な活動場所 楠葉生涯学習市民センター

定例活動日 日曜 (月2・3回)

ガールスカウト大阪府第１０１団 登録番号 130

活動分野

子ども の健全育成

ark.53-mac@nike.eonet.ne.jp

3,000円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 4 ： 6

入会金 会費

10

定例活動日

主な活動分野 人権の擁護又は平和の推進

代表者 熊﨑　 録郎 設立年月日

全日本年金者組合 枚方支部 中分会

2,000円/年

072-849-5020 FAX 072-849-5020

r4832k@ares.eonet.ne.jp

活動分野

人権の擁護又は平和
の推進

団体HP（URL)

会員数 80

132

組合員の交流を深める。高齢者の権利・生活・健康・スポーツ・文化の向上を目的とする。

組合員の要求・趣味を具体化し、学習会・レクリエーションなどを適時行う。

主な活動場所 村野・星ヶ丘・堂山

2000年4月

連絡先

熊﨑　録郎

登録番号

80 男女比

無し
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 ：

入会金 会費

13

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL) http://www.powers-outdoor.com

活動分野

子ども の健全育成

代表者 萩原　 正利 設立年月日 2003年

連絡先

谷口　浩子

072-854-2681

無し 無し

野外体験学習事務所 ﾊﾟﾜｰｽﾞｱｳﾄﾄﾞｱｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ 登録番号 133

会員数 男女比

FAX 050-3737-1157

info-powers@office.nifty.jp

小学生を中心とした子ども達を自然の中へ連れて行き、四季折々の様々な活動を通して、
心豊かでたくましい子どもを育むことを目的としています。

１年間同じ班のメンバー・指導者で行う通年コース、毎週募集で行われるオプションプログラム等、
年間約80本の自然体験プログラムを実施。

主な活動場所 近畿一円の自然の中

定例活動日 毎週末の土日祝、夏休み期間中
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 8 5 ： 5

入会金 会費

01

団体HP（URL) http://mt-sakura.seesaa.net/

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 17 9 男女比

代表者 三瀬　 仁美 設立年月日 2000年10月1日

連絡先

三瀬　仁美

089-974-2662/080-6388-2220 FAX

10,000円/年

障害を持っている人たちの心のケア・リハビリ及び高齢者の認知症予防・リハビリ等に関した障害や
病気を持つ人々に対して音楽の機能を生かし、療法的活動を行っています。

・老人施設・障害者施設（主に知的障害者）での音楽療法
・音楽療法士の育成（講座・学習会）
・音楽療法教室（サプリ村野）

主な活動場所 各福祉施設

定例活動日 2ヶ月に1度の定例会

おおさか音楽療法 桜 登録番号 134

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

089-974-2662

muty0220@gmail.com

3,000円

81 ページ

http://mt-sakura.seesaa.net/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 6 ： 4

入会金 会費

02 06 19
団体の運営又は活動
に関する連絡、 助言
又は援助

定例活動日 第２・４金曜

主な活動分野 社会教育の推進

代表者 中川　 欽太 設立年月日

２回目の小学校　学級委員会

650円/回

090-2286-9691 FAX 072-857-1707

the2kaimep.s@ace.ocn.ne.jp

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

団体HP（URL)

会員数 9

135

授業を通じて参加市民の身体・精神健康の増進を図る。
年間を通じて共に学び、学習することで参加市民相互の親睦を図る。
市民活動団体の活動を、学校の授業形式で市民にＰＲする。

市の施設などを利用して年間17回（34時間）程度の授業を開催。授業内容は算数・国語・理科・社会・
音楽・図工・体育・家庭など教室での活動のほか、調理実習・遠足・課外活動などである。参加者の中から
選ばれた学級委員によって企画・運営される。

主な活動場所 サプリ村野

2014年4月1日

連絡先

中川　欽太

登録番号

9 男女比

無し
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 4 ： 6

入会金 会費

01 03 16 経済活動の活性化 19

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 東牧　 浩美 設立年月日 2006年4月1日

連絡先

後藤　武

072-840-2072

無し 個人正会員3,000円/年

まちづく り の推進
団体の運営又は活動に
関する連絡、 助言又は
援助

特定非営利活動法人あざみ 登録番号 136

会員数 30 28 男女比

FAX 072-840-2072

chiikituuka573@yahoo.co.jp

１. 地域通貨ひらり事業
　ボランティアによる「ちょっとしたお手伝い」のお礼に地域通貨ひらりを渡して、誰でも気軽にお手伝いを
　依頼することができる仕組みを構築して、「人と人とのつながり」を再生することを目指す。
2. 介護事業トータルケア明
　障害者や高齢者の生活のフォーマルサービス（制度として国や市による介護サービスや支援）に加え、
　インフォーマルサービス（制度に基づかないボランティアによる支援）によってトータルな生活支援を
　実行する。

１. 地域通貨ひらり事業
　介護事業を軌道に乗せることに重点が置かれるきらいがあり、そのため地域通貨事業は低迷している。
　また、お手伝いをする人の高齢化による人数減少、また同様にお手伝いを依頼する人も高齢化などに
　よって減少、なども低迷に拍車をかけている。
2. 介護事業トータルケア明
　スタッフの利用者（障害者や高齢者）への誠意、情熱、思い入れなど不断の努力により徐々にそして
　着実に収益を積み重ねている。

主な活動場所 市内

定例活動日 月～金曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 58 65 ： 35

入会金 会費

01 06

団体HP（URL) http://obg.sports.coocan.jp/

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 83 25 男女比

代表者 橋本　 富雄 設立年月日 2004年1月19日

連絡先

上山　隆義

072-849-3230 FAX

2,000円・3,000円/年

ゴルフを志す視覚障害者とそれを支援するボランティアパートナーが、二人三脚でゴルフに挑戦することにより、相互の
友情と信頼を深めつつ、視覚障害者の自立、社会参加、ＱＯＬ（生活の質）の向上を図るとともに、ゴルフラウンドすること
により、一般のゴルファーと同じスポーツに参加して、生きる喜び、自身及び誇りを持つことを目的とする。

視覚障害者とボランティアパートナーによる二人三脚で、毎年枚方市で開催される「大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会」
（全国大会）、ブラインド会員ゴルフ大会及び各地で行われる障害者ゴルフ大会への出場を目指して、定期的に次の活動
を行っている。
①枚方練習会（枚方ＣＣゴルフアベニュー）第1及び第3木曜日、第4水曜日
②練習ラウンド（くずはゴルフリンクスほか）毎月１回（夏季及び冬季を除く）
③その他、適宜研修会等

主な活動場所 枚方CCゴルフアベニュー、くずはゴルフリンクスほか

定例活動日 第1及び第3木曜日、第4水曜日ほか

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ｺﾞﾙﾌｧｰｽﾞ協会 登録番号 138

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

072-849-3230

tjkt28271@maia.eonet.ne.jp

無し
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 2 ： 8

入会金 会費

13

定例活動日 毎週火・水・日曜ほか

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 林　 明子 設立年月日

特定非営利活動法人 ふれあいネットひらかた

3,000円/年

090-2283-7625 FAX 072-867-8852

hayashi1655@shokuiku-station.com

活動分野

子ども の健全育成

団体HP（URL) http://www.shokuiku-station.com/

会員数 17

139

ふれあいネットひらかたでは、地域住民が集まりやすい公共の施設を活用して、地域・学校・大学・
企業・農家・他ＮＰＯ団体と連携しながら、食育の啓発活動やシニア世代交流の場の提供、子どもへの
学習・運動の支援を行い、地域住民が安心して健やかに育つことのできる居場所づくりに貢献し、
福祉や生活の向上を目指すことが目的です。

2013年度より、ふれあいネットひらかたでは大きく分けて3事業を行っている。食育推進事業として
企業と協働で食育料理教室「子ども赤かぶ塾」を運営。広報活動事業として食育の講演・講師派遣
等や地域でのイベントに参加。居場所作り事業として、子どもとシニア世代を対象に食育料理教室や
学習支援、健康支援等を行っている。

主な活動場所 枚方市立牧野生涯学習市民センター

2005年6月14日

連絡先

林　明子

登録番号

15 男女比

無し
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 9 4 ： 7

入会金 会費

01 02 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 11

13

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL) http://www.harmony-club.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 井上　 千晴 設立年月日 2011年2月20日

連絡先

井上　千晴

080-4132-4892

無し 10,000円/年

社会教育の推進 国際協力

子ども の健全育成

NPO法人　ハーモニークラブ 登録番号 144

会員数 11 1 男女比

FAX

info@harmony-club.jp

えほんライブやサロンを通して子どもも大人もありのままに生きられる社会の創造を目指します。

2011年2月20日 道頓堀ZAZAにて第一回えほんライブ開催
2011年11月27日 中之島公会堂にて、えほんライブ開催
2012年2月12日 鶴見区民センターにて、えほんライブ開催
その後、保育園・香里園ミュージックアートピクニック2012・みうらクリニック・デイサービス・
浄慶寺・高齢者施設・ピースデイフェスタ・ひらかたNPOフェスタなど多数で開催。
2019年3月　ＮＰＯ法人を設立。4月枚方市保育士研修。11月から毎月ビオルネ・ママステーションでえほんライブ上演。

主な活動場所 大阪・京都・兵庫

定例活動日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 140 2 ： 8

入会金 会費

02 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 07

13

団体HP（URL) http://hoshigaokagakuen.net/

主な活動分野 社会教育の推進

会員数 200 60 男女比

代表者 足立　 典子 設立年月日 1948年5月23日

連絡先

山本　志保

072-840-2476 FAX

無し

地域に残された当学園の貴重な自然環境、建築物を維持しつつ、その環境の中、時代に即した洋裁教育
事業、地域に根ざした地域文化芸術振興事業を通じた教育的貢献、文化、芸術環境の活性化、総じて
社会的、地域的交流と発展を図る。

在校生20代～70代まで、各生徒の要望に添った個人授業を基本にした洋裁教育事業を主体に、ソバの
会、ハーブの会（自然の会）、陶芸教室、絵画教室、哲学教室、体操教室を運営。年間70名近い日本全国
からの作家がギャラリーとカフェにて展覧会、および、ワークショップを開催。四季に応じた行事、桜花祭、
七夕祭、お月見、秋のフェスタ（収穫祭）、もちつきの開催。

主な活動場所 学園内施設、星ヶ丘洋裁学校、SEWING GALLERY, SEWING TABLE COFFEE

定例活動日 毎日（星ヶ丘洋裁学校：月～金） （SEWING GALLERY/SEWING TABLE COFFEE：水～土）

一般財団法人　星ヶ丘学園 登録番号 147

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進 環境の保全

子ども の健全育成

072-840-2492

info@hoshigaokagakuen.net

無し
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 7 ： 3

入会金 会費

01

定例活動日 第3水曜日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 松原　 義五郎 設立年月日

(公社)大阪府鍼灸マッサージ師会 枚方師会(枚方鍼灸マッサージ師会)                                                                         

有（\1,500/月）

072-841-8090 FAX 072-841-8090

warmth2030@outlook.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL) www.hsmk.biz

会員数 36

148

国家資格を有するはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師として鍼灸マッサージ及び東洋療法の観点から広く市民の
公衆衛生並びに健康増進に寄与することを目的とし、鍼灸マッサージ関連の情報伝達及び法令改正等の伝達、普及と
啓蒙活動、会員の資質向上の為の学術研鑚。
療養費制度の適正な運用の為の活動を行う。
枚方市における市民の健康増進、健康寿命延伸、寝たきり予防に対する鍼灸マッサージの普及・啓発、また安心安全の
ため、無資格者による施術問題取組強化

公益活動として各種イベント等でのボランティア鍼灸マッサージ体験の実施。会員の資質向上・情報伝達の為の勉強会・
定例会の開催。市民公開講座の開催等。
認知症サポーター養成講座の開催

主な活動場所 枚方市内

昭和51年4月1日

連絡先

山田　薫

登録番号

35 男女比

有（\10,000）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 3 ： 7

入会金 会費

01 02 03 まちづく り の推進 08

10 13 14 情報化社会の発展 16

17 19
職業能力の開発・ 雇
用機会の拡充支援

主な活動分野 まちづくりの推進

団体の運営又は活動に
関する連絡、 助言又は
援助

団体HP（URL) http://hiraheart.jimdo.com/（2015/4/1～）

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 辻野　 忠 設立年月日 2015/4/1(2015/2/3暫定スタート)

連絡先

平井　亜希子

無 有（3,000円/年）　[正会員＆一般会員共]

社会教育の推進 災害救援活動

人権の擁護又は平和
の推進

子ども の健全育成 経済活動の活性化

ひらかたハートセラピー協会 登録番号 149

会員数 13 11 男女比

FAX

info@hiraheart.com

「ひとりひとりの心に寄り添ういろいろな体験の場」
さまざまなセラピーアプローチを通じて、ひらかたの街に幸福度の高い、自己対話による心身の癒し、ゆったりおだやか
な優しい空気が浸透することを目的としています。

①コラボ型プロジェクト（共催事業）：ひらヨガ　ほか②まちづくりとしてのネットワーク参加：ひらかたまちづくりプロジェクト
（ひまプロ）、枚方市ひきこもり等地域支援ネットワーク会議、ひらかた防災（小）学校、ひらかたNPOフェスタ　ほか③協会
主催事業
1）イベント活動：しあわせ映画フェスティバル、みんながステキ発表会　ほか2）講座活動（メンタルケア、セラピーメイク、
リンパストレッチ、アロマセラピー　ほか）3）個人対応（コーチング、セラピーメイク、リンパケア、アロマセラピー　ほか）4）
セラピスト養成（傾聴カウンセラー、心理セラピスト）5）福祉ボランティア活動

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 毎日（木、GW、お盆、年末年始除）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 5 ： 5

入会金 会費

01

団体HP（URL)

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 20 19 男女比

代表者 日垣　 直博 設立年月日 1979年4月

連絡先

吉川　和信

072-898-1368 FAX

無

あれから40年、時代も平成になり、養護学校が支援学校になり、障害者差別解消法も制定され、障害者も地域で暮らせ
る基盤が整いつつあります（交流ができる時代）。
年号も変わり、障がいを持っている人だけではなく、高齢者、妊婦さんなど配慮のいる人が誰一人不自由なく、誰もが同
じ生活が当たり前にできる時代になっていけるよう、誰もがふれあえる場になるようなフェスティバルです。

枚方ふれあいフェスティバルの開催
開催場所：ニッペパーク岡東中央（岡東中央公園）、市民会館大ホールピロティ等

枚方ふれあいフェスティバルの開催に向けての実行委員開催
枚方フェスティバル協議会運営委員会出席

主な活動場所 ラポールひらかた

定例活動日 2月～6月　原則　第2・第3・第4木曜日

枚方ふれあいフェスティバル実行委員会 登録番号 153

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

072-898-1368

hirakatafureai@gmail.com

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 6 7 ： 3

入会金 会費

01

定例活動日 第2金曜日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 松本　 敏 設立年月日

特定非営利活動法人　デイコールサービス協会

有　6,000円/年

072-843-3991 FAX 072-843-3992

dayc-matsumoto3104@w2.dion.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL) https://daycall.jimdofree.com/

会員数 11

156

『心の交流』デイコールシステムの普及活動
デイコールシステムとは、毎日定時に、自動的に、ハンズフリー（双方一切電話機に触れない）で、行える人対人の会話
で、安否や健康情報を先取りすることで、事故や病気になる前に対応策を講じ、高齢者の不安感や孤独感を取り除き、
高齢になっても健康を維持できる様な予防体制を充実させると共に、非常時の早期発見やシステム上のトラブルも毎日
確認し、管理責任を明確にすることができます。毎日定時の会話ができないことを緊急事態として対処する。日本で初め
てのシステムです。

平成25年度、京都高度技術研究所主催の講演では、デイコール（定時自動発信機能）が発揮させるHC(ヒューマンコミュ
ニケーション）効果は、コロンブスの卵的発想であり、実に素晴らしいとの評価を受け、コロンブスの卵的発想による「認
知症防止対策」の提案活動中です。
政府は、今年1月、認知症対策についての関係閣僚会合を開き、認知症への支援強化を柱とする国家戦略（新オレンジ
プラン）を正式決定していますが、認知症防止対策は何も決まっていません。
　認知症防止対策は、孤独死防止対策や安否確認方法の盲点を解消することです。

主な活動場所 大阪府下

1999年7月21日

連絡先

松本　敏

登録番号

5 男女比

有　6,000円
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 11 3 ： 7

入会金 会費

13

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL) http://www.e-speranza.net/

活動分野

子ども の健全育成

代表者 岡﨑　 憲司 設立年月日 2015年8月10日

連絡先

岡﨑　憲司

072-895-7560/090-8756-4936

無 無（ボランティアスタッフ）　有（正会員）

NPO法人　エスペランサ 登録番号 160

会員数 128 3 男女比

FAX 072-895-7570

info@e-speranza.net

・一人でも多くの方に児童養護施設の現状を知ってもらいたい
・施設で生活する子どもたちに笑顔を与え続けたい
・施設で生活する子どもたちの自尊感情・自己肯定感の向上を図る
・施設で生活する子どもたちの心に寄り添える大人の存在でありたい
・虐待してしまう親御さんたちに息抜きの場を提供する
・ひきこもりの方々が社会に出るきっかけ作りをしていく

大阪府下・兵庫県の一部の児童養護施設を訪問し慈愛活動を行う。

年に一度エスペランサ カップ（フットサル大会）を開催。対象は大阪府下の全児童養護施設で生活する子どもたち。会場
はJGREEN SAKAI

主な活動場所 児童養護施設

定例活動日 不定期

92 ページ

http://www.e-speranza.net/


担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 10

入会金 会費

02 07

団体HP（URL) http://mamapower.or.jp/

主な活動分野 環境の保全

会員数 5 5 男女比

代表者 小久江　 理紗 設立年月日 2018年6月1日

連絡先

小久江　理紗

090-9999-9315 FAX

無

全てのママと赤ちゃんが幸せで輝く社会の実現、世界平和を目的に
①地球のためのママフリマ
②子育てを通じて自分も成長している「凛」としたママを目指すママスクール
③ママのチカラで社会を良くするママコンサルタント
以上の活動を行う

①ママフリマは年に数回開催予定
②ママスクールも秋口に本格始動
③ママコンサルタントは現在商品開発中

主な活動場所 枚方市周辺

定例活動日 特になし

一般社団法人　ママのチカラ協会 登録番号 161

活動分野

社会教育の推進 環境の保全

mamafurim@yahoo.co.jp

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 118 7 ： 3

入会金 会費

02 04 05
農山漁村又は中山間
地域の振興 06

11 13 14 情報化社会の発展 15

19

定例活動日 月曜日～金曜日（休日活動もあり）

主な活動分野 社会教育の推進

代表者 理事長　 和田　 征士 設立年月日

認定特定非営利活動法人　大阪府高齢者大学校

有（3,000円/年）

06-6360-4400 FAX 06-6360-4500

wakiy70@mail.zaq.jp

活動分野

社会教育の推進 観光の振興
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

国際協力 子ども の健全育成 科学技術の振興

団体の運営又は活動
に関する連絡、 助言
又は援助

団体HP（URL) http://osaka-koudai.com

会員数 125

162

「特定非営利活動法人　大阪府高齢者大学校」は下記の目的で運営しています。
①私たちは、仲間と一緒に楽しみながら学習します。
②私たちは、何よりも自らと仲間の趣味を大切にします。
③その趣味を仲間と共に深め、更に、拡げて外部の人と一緒に楽しみます。
④地域の街づくりを行政、市民などと協同して実施します。
⑤私たちは活動を通じて、自らの健康づくり・生き甲斐感の充実を図ります。
⑥そして、私たちは、シニア世代の責任として地域環境問題に積極的に取り組みます。

平成29年度は受講生のニーズに応じて、65科目の講座を開設し、2,725名の方が受講しています。
「シルバーアドバイザー養成講座」3科目と歴史、大阪再発見、語学交流、美術・芸能、文化・文学・芸能、パソコン、自然
とのふれあい、科学・技術、運動・スポーツ・健康などの分野別に本科47科目、実践研究15科目を開講しています。
午前中は講義ですが、午後には共通講義とクラスミーティングがあります。

主な活動場所 関西一円

平成21年１月７日

連絡先

西脇　圀博

登録番号

7 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 6 ： 4

入会金 会費

06 10 11 国際協力 12

13

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL) http://gkabudan.jp/

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 本田　 尚子 設立年月日 2004年5月1日

連絡先

若林　利行

090-8537-9886

無 有（1000円/月）

人権の擁護又は平和の
推進

男女共同参画社会の形
成の促進

子ども の健全育成

「月桃の花」歌舞団　枚方支部 登録番号 164

会員数 10 7 男女比

FAX 072-866-0119

waotan2@k4.dion.ne.jp

エイサー・合唱・平和ミュージカルを通して「命どぅ宝」世界に広める。

地域のイベント、学校行事、施設訪問をはじめ、沖縄や仙台での活動にも参加。
毎週土曜日、枚方市立平野小学校にて子どもエイサー隊「ひらのギムナー」と一緒に練習
（第1土曜日・・・13：00～15：00　第2・3・4・5土曜日・・・10：00～12：00）
※都合により練習時間が変わる場合あり。

主な活動場所 枚方市各所

定例活動日 毎週土曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 0 ： 10

入会金 会費

11

団体HP（URL)

主な活動分野 国際協力

会員数 10 7 男女比

代表者 黒田　 早苗 設立年月日 2003年9月9日

連絡先

黒田　早苗

072-859-2865 FAX

有（1,000円/月）

ネパール国の女性の自立支援や青少年の育成のための活動を柱に、ネパール国との草の根の文化交流を推進するこ
とにより、もって日本の国際協力活動に寄与することを目的としています。

チャリティーコンサート、フリーマーケット、バザー等

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 不定期

NPO法人　ネパール支援　友の会 登録番号 165

活動分野

国際協力

072-859-2865

osaka11kusa@hi3.enjoy.ne.jp

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 4 5 ： 5

入会金 会費

01

定例活動日 不定期

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 工藤　 毅 設立年月日

NPO法人　健康ライフサポート協会

有（3,000円/年）

072-831-2001 FAX 072-831-2001

kenkoulife@kmj.biglobe.ne.jp/yako-143819@zeus.eonet.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL) https://www.homecure.net/

会員数 8

167

心身不調者の健康サポートを行う。
難病者の交流会実施済
カウンセリングと整体による心身不調の改善活動

近親介護、看病にたずさわる方の為の悩み相談室
心の相談と体の痛み改善方法講習会を行う予定

主な活動場所 ラポール枚方

2015年11月6日

連絡先

工藤　毅

登録番号

4 男女比

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 10

入会金 会費

02 04 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 10

12 13

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

社会教育の推進

代表者 木谷　 弥生 設立年月日 2014年6月

連絡先

木谷　弥生

072-855-9449

有（5,000円） 有（18,000円/円）

観光の振興
人権の擁護又は平和の
推進

男女共同参画社会の
形成の促進

子ども の健全育成

夕づるの会 登録番号 169

会員数 9 9 男女比

FAX 072-855-9449

人形劇を制作し、講演活動をする。
初級人形劇作り講習会を受講し、その後枚方人形劇連絡会員として、サンプラザ市民センターと共に、中級人形劇講座
を企画し受講し、育てていただいた。その枚方に、私達は人形劇をとおして、枚方の文化やステキを全国に発信発進して
いきたいと勢い込んでいます。

2015年1月「宇宙の愛」　11月に枚方民話「鈴見の松」より『おおきにな！』を制作し上演しました。2作品共、我が町枚方・
交野を舞台にしたお話です。幼稚園、小学校、中学校、老人会など、幅広い世代の方々に観劇していただけるよう、宣伝
活動し、公演の機会を模索中です。

主な活動場所 メセナ枚方　サプリ村野

定例活動日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 15

入会金 会費

06

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 15 15 男女比

代表者 松本　 良子 設立年月日 1993年11月

連絡先

松本　良子

090-2383-6336 FAX

有（3,500円/月）

時代の流れと共に、子育てママたちも仕事に出る機会が増え、変わって、親の介護という立場の人が増えました。
子育て一段落、有職者、介護中・・・等、ご自身の健康、体力が何よりも大事になります。
様々な年齢の方が参加でき、ご自身の体力をより向上、維持できるようヨガやエアロビクスを行っています。

音楽に合わせて動くエアロビクスや、ご自身の呼吸に合わせてポーズをとっていくヨガを少人数で活動しているので、各
自の体力や調子に合わせて参加できます。
「10年後に今の自分でいられたら10才若いよね！！」を目標に「無理せず楽しく健康に！！」を合言葉に活動していま
す。

主な活動場所 メセナひらかた・サプリ村野

定例活動日 木・金

リトル・アニー 登録番号 171

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

有（1,000円）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 1 ： 9

入会金 会費

06

定例活動日 毎月第2土曜日　9：00～11：45・13：00～17：00　

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 杉山　 和美 設立年月日

櫟俳句会

有　（500円/月）ただし、出席時のみ

090-2104-2056 FAX 072-894-0212

fkiwv100@cwk.zaq.ne.jp

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

団体HP（URL)

会員数 18

173

俳句勉強を通じ、自然に親しむ。時間のゆとり、心と体のゆとりに取組む

男女年齢を問わず、楽しんでもらえる頭の体操、目からうろこの日本語の再発見と日本文化・伝統の再発見・生きている
ことを楽しんでいる。

主な活動場所 サプリ村野102号

1985年４月

連絡先

杉山　和美

登録番号

16 男女比

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 2 ： 6

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL)

活動分野

社会教育の推進

代表者 大路　 怜子 設立年月日 平成18年4月1日

連絡先

大路　怜子

072-857-4792

無 無

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

はてなや 登録番号 176

会員数 8 8 男女比

FAX 072-857-4792

oji-ago@leto.eonet.ne.jp

玉すだれやマジック、銭太鼓を通じて地域が密になればと活動している

南京はてなやとして南京玉すだれ、ハンドベル、マジック、銭太鼓を主な活動にしている

主な活動場所 教育文化センター

定例活動日 第4火曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 30 0 ： 10

入会金 会費

13

団体HP（URL) http://www.hiramama.com/

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 300 270 男女比

代表者 藤井　 梢 設立年月日 2014年8月

連絡先

藤井　梢

090-6666-4162 FAX

有（0～2,700円/イベントにより）

ベビー・キッズと一緒にいろんなことに挑戦したいママが集まる子育てコミュニティーです。
イベントを通して親子同士の交流をはかり、親子が育ちあえる環境を作っています。また各子育て支援拠点のイベント
や、公園、外食などの子連れお出かけ情報を発信しています。

手芸などのものづくり、ヨガ、おうちパン講座などの、親子で楽しめる活動を行っています。
また、主に枚方市内のイベントに参加して、親子の交流の機会を作っています。

主な活動場所 枚方公園青少年センター、楠葉生涯学習市民センター、さだ生涯学習センター

定例活動日

キラキラ枚方ママ 登録番号 177

活動分野

子ども の健全育成

072-841-7980

kirakira.hiramama@gmail.com

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 3 ： 2

入会金 会費

01

定例活動日 不定期

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 川崎　 英夫 設立年月日

ゆめ

有（100円/回）

090-6203-3667 FAX

0ue38t14150437u@ezweb.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL)

会員数 5

178

居場所作り（引きこもり・不登校・ニート等）
高齢者に来て頂き交流し、ひきこもり、不登校、ニート等の外出の機会を作りたい

居場所作りの為の資金作りの為に、古着等を集めて販売したり、高齢者に来て頂き、食事会、おしゃべり会等をしていき
たい

主な活動場所 枚方市

2016年4月8日

連絡先

村上　久子

登録番号

4 男女比

有
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 1 ： 6

入会金 会費

13

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL)

活動分野

子ども の健全育成

代表者 藤村　 久美子 設立年月日 2016年4月21日

連絡先

藤村　久美子

090-9875-3433

無 無

子育て応援　まーま・えいど 登録番号 180

会員数 7 6 男女比

FAX 072-850-7152

kucha257n@hotmail.co.jp

・乳幼児を育児中のお母さん同士が話し合うことを通して、子育ての悩みを共感することができ、新たな自分を発見する
ことにつながっていって欲しいと考えています。
・お母さん達が育児を楽しめるようにサポートしていくことを目的としています。
・育児中のお母さんの居場所作り。
・子育てに関する個別面談を通して丁寧なサポートを行う。

・2016年5月21日から育児について学びあうグループワークを実施してきました。
・現在は参加者を募集中です。
・第2、第4土曜日の午後1：00～4：00の間、居場所活動をしています。
・子育てに関する個別面談。

主な活動場所 牧野生涯学習センター、及び　牧野阪1丁目の個人宅

定例活動日 土曜日に子育てに関する居場所活動。個別面談。第2、第4土曜日の午後1：00～4：00の間
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 0 ： 10

入会金 会費

02

団体HP（URL)

主な活動分野 社会教育の推進

会員数 6 5 男女比

代表者 川辺　 知登世 設立年月日 2013年4月

連絡先

川辺　知登世

080-8840-9315 FAX

有（都度発生） 2,000円

ちょっとしたお出かけから、記念日、発表の場でご自分の手作り品で楽しんで頂けたらと思います。
ハンドメイドの楽しさと生涯学習のつもりで頑張っています。

サプリ以外の場所では子供向け体験教室なども開催しています。
ビーズ講師の養成、個々の好みの作品づくり
ブローチ、ネックレス、ピアス（イアリング）、ラリエット、バッグ、チャームなど
体験講座をしています。NPOフェスタでは展示販売しています。

主な活動場所 サプリ村野

定例活動日 毎月第２・第４月曜日

ハンドメイドアクセサリー教室　リバリバ工房 登録番号 181

活動分野

社会教育の推進

072-847-4698

rosemary.river0320@gmail.com

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 20 2 ： 8

入会金 会費

01 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 17

定例活動日 毎月第3水曜日ほか（会議）

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 朝日　 恵子 設立年月日

スティックシアター

有（1500～2000円/2時間）※演劇講座受講料など

080-4028-8912 FAX 06-6352-8912

stick_theater@yahoo.co.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

まちづく り の推進
職業能力の開発・ 雇用
機会の拡充支援

団体HP（URL) http://www.facebook.com/StickTheater/

会員数 33

184

○頭やからだ、心をフル稼働させる演劇活動をシニアの「介護予防」に役立てます。
○夢や目標に向かい、仲間と助け合いながら創造する場を提供し、シニアの「引きこもり防止」に役立てます。
○シニア劇団の指導に演劇を学んだ若者を起用することで「芸術系若者たちの就労支援」に役立てます。
○シニア劇団を地域に定着させ、文化芸術、福祉、観光、まちづくりなどさまざまな面でシニア劇団が活躍できる場を増
やし、地域の活性化につなげます。

○シニア世代とまちを元気にするために、関西一円にシニアが演劇活動をする場をつくっていく「一都市一シニア劇団プ
ロジェクト」を推進中。
〇現在は、枚方市内で月2回のワークショップ、大阪市内（天満と桃谷）で月1回のワークショップ、大東市で短期間の
ワークショップを実施中。
〇枚方市では、サプリ村野を拠点にNPOフェスタにも参加。2018年度は市内の生涯学習センターが主催するイベントにも
参加予定。
〇ワークショップの提供と並行して若手講師の研修を実施。
〇広げていくための「無料体験ワークショップ」プログラムを開発中。

主な活動場所 枚方市、大阪市、大東市、堺市など

2014/9/15

連絡先

朝日　恵子

登録番号

13 男女比

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 0 ： 6

入会金 会費

13

主な活動分野 子どもの健全育成

団体HP（URL)

活動分野

子ども の健全育成

代表者 田邉　 美香 設立年月日 2016年6月18日

連絡先

田邉　美香

070-5669-2076

なし なし

藤阪子ども食堂隊 登録番号 185

会員数 6 6 男女比

FAX 072-850-4992

mikan-tnb123@ymobile.ne.jp

一人でごはんを食べるのは淋しいな、ごはんみんなで作って食べたいな、そんな子どもたちとたまには誰かとごはんを食
べたい大人や子育て中のお父さん、お母さんなど、いろんな人が集まってみんなでごはんを食べながら、あれこれ話しま
しょう。その中で新たなイベントが生まれる・・・かも。

2016年
6月18日（土）　子ども食堂準備会
7月16日（土）　藤阪子ども食堂　開催（菅原生涯学習センターにて）
以降、順次開催予定

主な活動場所 菅原生涯活動センター　他

定例活動日 ＂子ども食堂☆藤阪＂→原則毎月第3土曜日、＂子ども食堂☆津田＂→原則毎月第4金曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 15 5 ： 5

入会金 会費

02 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 13

団体HP（URL) http://www.osakakumin.org

主な活動分野 社会教育の推進

会員数 40 25 男女比

代表者 北田　 一誠 設立年月日 2016年7月7日

連絡先

鈴木　紀男

072-868-1209 FAX

あり　（受講料　29,000/年）

1.　地域を支える担い手のきっかけ作りのお手伝い
2.　地域の現実の姿や地域の歴史・伝統・文化・福祉を学ぶ
3.　市民と行政や地域諸団体と協働して、少しでも地域にお返しする

・平成29年4月1日1期開校（募集人員40名）
・平成31年4月には3期生の開校を行います。
・令和2年4月には4期生の開校を行います。

主な活動場所 大阪府枚方市

定例活動日 水曜日、年間28日

ＮＰＯ法人　大阪府民カレッジ・ひらかた校 登録番号 186

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進 子ども の健全育成

072-868-1209

no8383-rio@zeus.eonet.ne.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 694 6 ： 3

入会金 会費

07

定例活動日

主な活動分野 環境の保全

代表者 松沢　 慶将 設立年月日

特定非営利活動法人　日本ウミガメ協議会

有（3000円/個人）

072-864-0335 FAX 072-864-0535

info@umigame.org

活動分野

環境の保全

団体HP（URL) http://www.umigame.org/

会員数 708

189

日本ウミガメ協議会は各地でウミガメ調査に関わる個人、団体の間の情報交換を円滑に行う媒体となり、かつ有効な情
報や調査方法に関する知識を提供しています。
ウミガメは日本の海に暮らし、日本の砂浜に産卵する、日本人になじみの深い動物です。
私たちは、ウミガメのいまだ解明されていない謎を解き明かすためのデータを蓄積していくとともに、これまで積み重ねら
れてきた貴重なデータを基に、効果的なウミガメの保全策を考え、この動物たちとその生息環境を見守り、いつまでも存
続できるように、様々な取り組みを行っています。

これまで調査をされてきた多くの方々との協働によって、日本のウミガメの生態や置かれている現状が明らかになってき
ました。ウミガメの産卵場所や産卵回数、砂浜に漂着する種や個体数、さらには多くのウミガメが漁網に誤ってかかり、命
を落としていることなどです。当会では各地のデータのとりまとめを行い、その他にも標識放流、発信器を用いた回遊追
跡、漁網脱出装置実験、書籍の出版、海外との連携などを行っています。また、年一回、日本ウミガメ会議を開催し、そ
の年の上陸産卵数や標識放流、死体漂着などの各情報を報告しています。

主な活動場所 事務所は枚方・調査は他県

1990年8月

連絡先

松宮　賢佑

登録番号

14 男女比

有（3000円/個人）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 8 5 ： 5

入会金 会費

01

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL) http://www.misuzufukushikai.jp/

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 理事長　 馬場　 清志 設立年月日 平成28年1月1日

連絡先

岡本　陽平

072-849-9090

無 無

社会福祉法人みすず福祉会　しらかばの郷 登録番号 192

会員数 11 3 男女比

FAX 072-849-1383

shirakabanosato@misuzufukushikai.jp

障がいを持っていても働くことへの興味や意欲のある方、または社会参加を希望する方々が安心して自信を持って通うこ
とができる場所の提供と支援を目的としています。

・軽作業の実施（検品・袋詰め）
・自主製品の製作（介護用食事エプロン・家庭用エプロン）
・自主製品、リサイクル品の販売（バザーやイベント等）
・農作業（トマト、ナス、きゅうり、インゲン豆、ねぎ、大根等）
・車イス清掃、ベッドメイキング

主な活動場所 枚方市

定例活動日 月曜日～金曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 2 ： 8

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成

団体HP（URL) ameblo.jp/miharukasuku

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 10 7 男女比

代表者 松林　 亜希 設立年月日 2016.4

連絡先

山村　亜希

080-6562-0602 FAX

無

これからの変化に富む未来に向けて、子どもたちが自分らしく成長し幸せに生きていくために従来とは違う新しい体験の
できる場、学びの楽しさを感じ、グローバルな視点をもてる場を作ろうと活動中です。

演劇・アート・絵本・自然などと教育を融合させた親子イベントやワークショップを企画・運営しています。枚方Ｔ-ＳＩＴＥなど
が主な活動場所です。市内の子ども食堂、市民センター

主な活動場所 枚方市、大阪府内

定例活動日

未来創造プロジェクト　みはるかすく 登録番号 193

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

miharukasuku@gmail.com

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 10 ： 0

入会金 会費

02 03 10
人権の擁護又は平和
の推進

定例活動日

主な活動分野 まちづくりの推進

代表者 吉田　 耕一 設立年月日

ビッグイシュー枚方

なし

06-6244-2260 FAX 06-6457-1358

hanbai@bigissue.jp

活動分野

社会教育の推進 まちづく り の推進

団体HP（URL) http://www.bigissue.jp/

会員数 5

194

広報やイベントの参加・開催を通じて、枚方市内に立つビッグイシュー販売者を応援すると同時に、『ビッグイシュー日本
版』を読むことや読者をつなげることなどを通じて、枚方のまちづくりや貧困問題等、さまざまな視点から社会について考
える機会を提供する。

数か月に1度程度、有限会社ビッグイシュー日本と連携し、枚方市内でイベント実施。また、市内の公益的な団体の活動
等に参加したり、読者会などで市民が集えるような場を作っている。

主な活動場所 京阪枚方市駅前　サプリ村野

2016年10月1日

連絡先

吉田　耕一

登録番号

2 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 1 ： 20

入会金 会費

06 10

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 酒井　 節江 設立年月日 2006年10月1日

連絡先

酒井　節江

072-840-1871/080-3112-3990

無し 1500円

人権の擁護又は平和の
推進

フラハイビスカス 登録番号 195

会員数 21 21 男女比

FAX 072-840-1871

setue-24.2.24-susz@softbank.ne.jp

フラを楽しみながら、地域の方にも喜んでいただくことを目的に、30～70代までいろいろな世代のメンバーが和気あいあ
いと活動しています。

ボランティア、地域のイベントに参加して市民の皆さんに楽しんでいただいています。

主な活動場所 ラポール

定例活動日 第2、第４月曜日13：00～
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 1 ： 9

入会金 会費

06 13

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 10 8 男女比

代表者 井上　 良子 設立年月日 1995年

連絡先

渡辺　君子

090-6978-1127 FAX

無し

ことばとアートを通じて生涯の喜びを目的とします。

基本のクオリティを上げるために、2017.11.26から始まりました。

主な活動場所 サプリ村野

定例活動日 水曜日　第1、第3

美育会　Ｂｅｅ 登録番号 196

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

子ども の健全育成

kimiko_w@docomo.ne.jp

無し
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 7 ： 3

入会金 会費

03

定例活動日 第1・3 or 第2・4月曜

主な活動分野 まちづくりの推進

代表者 中野　 一雄 設立年月日

天の川・交野ケ原　日本遺産プロジェクト

なし

080-5339-3106　 FAX 072-857-3903

katanogaharapj@gmail.com

活動分野

まちづく り の推進

団体HP（URL) http://katanogahara.jp

会員数 25

198

天野川を中心に交野ケ原（枚方・交野）に伝わる伝承・文化を「天空の地上絵」と名付け「天空の地上絵」に広がる様々な
ストーリーを日本遺産に登録する動きを通じて、交野ケ原に住む人々が地域を誇りに思い、次世代へつなげていくことを
目的とする。

月2回定例会開催
月1ペースのイベント企画を通じて、日本遺産を目指すプロジェクトの周知及び交野ケ原の魅力を発信

主な活動場所 輝きプラザきらら

2016.4.1

連絡先

久富　雅美

登録番号

20 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 5 ： 5

入会金 会費

06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL) http://www.sportskempo.com/

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 片山　 美鈴 設立年月日 2014年4月1日

連絡先

古川　泰

090-3057-9519

有（3,500円） 有（4,000円/月）

枚方スポーツ拳法クラブ 登録番号 199

会員数 10 7 男女比

FAX 077-525-1589

sportskempo@gmail.com

護身術を競技化したスポーツ拳法という武道を教えるクラブとして活動しています。子ども（5才）～大人まで広い年齢層
に親しまれています。スポーツ拳法の修行を通して、よりよい自分づくりと相互扶助の心を身につけます。

一般4名、子ども6名で活動しています。
毎週土曜日の午前10：00～11：30まで活動しています。
時に楽しく、時に真剣に元気よく活動しています。

主な活動場所 サプリ村野

定例活動日 毎週土曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 9 ： 4

入会金 会費

13 19

団体HP（URL)

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 13 11 男女比

代表者 黒野　 正法 設立年月日 2017年7月7日

連絡先

岸上　純也

090-9983-5466 FAX

有（10,000円/年）

この法人は、「子ども食堂」事業を実施する団体・個人に対して、運営上の支援や補助を行い、もって子どもの居場所づく
りの推進に寄与することを目的とする。

①子ども食堂の広報・推進事業
②子ども食堂の運営支援・人材育成事業

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 不定期

NPO法人　ひらかた子ども食堂ファンクラブ 登録番号 200

活動分野

子ども の健全育成
団体の運営又は活動に
関する連絡、 助言又は
援助

npokodomoshokudo@gmail.com

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 8 10 ： 0

入会金 会費

03

定例活動日 第2火曜理事会/月

主な活動分野 まちづくりの推進

代表者 林　 達也 設立年月日

ＮＰＯ法人　ますくまんず

有（10,000/年）

06-6120-5231 FAX 06-6120-5232

ishino@maskmans.org

活動分野

まちづく り の推進

団体HP（URL) http://maskmans.org

会員数 10

201

「面白く社旗貢献」をスローガンに
「明るく（brightly）、楽しく（happily）、アクティビティ（activity）に」
様々なコミュニケーションを構築し、枠にとらわれず様々な活動を行い、そして点が線になり、やがて形あるものになって
行くそれが、社会貢献.地域活性化の推進につながる・・・その輪をつなぐのが『マスクまんず』です！

1）2014年11月より、フットサル教室（知的障がいを持つ子どもたちとのフットサル教室）　毎月1回
2）2015年より西成DASH!!（3回）
3）2016年よりみのおキューズモールにて「箕面　まんどろ火祭り」に参加！！（2回）
4）2017年11月23日枚方にて「ひらかたDASH!!」開始

主な活動場所 大阪府内

2014年2月14日

連絡先

石野　武彦

登録番号

2 男女比

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 50 3 ： 7

入会金 会費

01 17

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 薮内　 充俊 設立年月日 平成17年1月24日

連絡先

薮内　充俊

072-809-4416

有（1,000円） 有（12,000円/年）

職業能力の開発・ 雇用
機会の拡充支援

特定非営利活動法人　関西生活文化研究会おでかけ 登録番号 202

会員数 737 687 男女比

FAX 072-809-2204

odekake@camel.plala.or.jp

誰もが気軽に外出できる社会を目指して、身体の状況等により外出が困難な方のための福祉有償運送を主な活動とし
ています。

一ヶ月に1400件程度のペースで、車両による外出の需要にこたえています。

主な活動場所 枚方市

定例活動日 月～金
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 75 5 ： 5

入会金 会費

11

団体HP（URL) http://rafiq.jp/

主な活動分野 国際協力

会員数 80 5 男女比

代表者 田中　 恵子 設立年月日 2002年8月4日

連絡先

三辻　清史

080-9164-3669 FAX

有（一般3000円・学生1000円/年）

在日難民との共同社会の実現を目指す

・在日難民の生活支援
・在日難民の難民認定、仮放免等に関する法的支援
・難民問題についての市民啓発活動
・難民制度についての政策提言
・その他

主な活動場所 大阪府内

定例活動日 第1土曜日・第2火・土曜日　第3火曜日

RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク）枚方支部 登録番号 203

活動分野

国際協力

rafiqtomodati@yahoo.co.jp

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 ：

入会金 会費

01

定例活動日 毎月第２土曜日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 荻野　 直己 設立年月日

子どもへの経済援助を考える親の会

あり（300円/１回）

070-6549-1559 FAX

nao.567@nifty.com

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL)

会員数 7

204

ひきこもり、精神疾患、あるいは失業等により働か（け）なくなった子どもとお金について考える会です。高齢化した親が
「子どものために」といつまでも援助を続けることの功罪を考えます。又、制度を知らないがゆえに生活が厳しいという現
状を学習によって見直していきます。

①中心となる会員と新たなメンバーにより情報交換。
②社会資源、社会保障制度についての学習会
③家庭内に新しい風を吹き込むための相互訪問、手続き等の同行など

会員として登録されると、講演会その他の情報について適宜連絡をします。現在のところ会費は参加された時だけで結
構です。常時5～１０名の参加者により例会を行っています。学習会は今まで生活保護制度、障害年金制度について行っ
てきました。

主な活動場所 メセナ枚方（市民会館の場合も有）

平成28年10月

連絡先

荻野　直己

登録番号

5 男女比

なし

121 ページ



担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 11 ： 1

入会金 会費

07

主な活動分野 環境の保全

団体HP（URL) http://ecocycle.web.fc2.com/

活動分野

環境の保全

代表者 河上　 勲 設立年月日 2001年10月1日

連絡先

河上　勲

072-849-7520

無 無

枚方エコサイクル 登録番号 205

会員数 12 11 男女比

FAX 072-849-7520

放置自転車をリサイクルして、市民に還元し資源の有効活用を図る

2001～2017年まで累計8000台強をリサイクルして月1回市民に販売（15名/月平均販売）。市内イベント等に参加してい
る。

主な活動場所 ひらかた夢工房

定例活動日 月・水・金　9時～16時30分
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 3 ： 7

入会金 会費

01 06

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 9 9 男女比

代表者 森田　 安彦 設立年月日 2015年7月

連絡先

神村　美智子

072-841-2639 FAX

有（1,500円/年）

高齢者介護施設、老人クラブ等で演奏活動を行い、メンバーの生きがいと演奏技術の向上を目指す

2～3ケ月に一度程度、高齢者介護施設、老人クラブ、病院等を訪問して演奏活動を行っている。

主な活動場所 枚方元町蔵ノ谷集会所

定例活動日 日曜午前

BJ7 登録番号 206

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

072-841-2639

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 1 ： 14

入会金 会費

06

定例活動日 毎週金曜日

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 南　 亜哉 設立年月日

きさいちチアリーディングクラブ　RAINBOWS

有（72,000円/年）

072-396-7495 FAX

ayita@hotmail.co.jp

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

団体HP（URL) Facebook 「きさいちチアリーディングクラブ　RAINBOWS

会員数 15

207

ひとつの演技を通して元気と勇気と笑顔を表現し、見ている人を笑顔にしたい！！そして地域に愛されるチームを作りた
いです。

交野市、枚方市のイベント、年に10回ぐらい
発表会年に3回、バスケットボールハーフタイムショーに出演
他のチームと合同で演技をすることもあります。

主な活動場所 サプリ村野

2016年12月2日

連絡先

南　亜哉

登録番号

10 男女比

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 10 ：

入会金 会費

11

主な活動分野 国際協力

団体HP（URL)

活動分野

国際協力

代表者 東田　 晴弘 設立年月日 2018年3月17日

連絡先

東田　晴弘

0742-44-3815

無 無

E-Vision.Japan 登録番号 208

会員数 12 2 男女比

FAX 0742-44-3815

19heart.119@gmail.com

エチオピアの子ども達及び現地での教育に携わる人々に対して、教材開発や教育現場の改善に関する事業を行い、エ
チオピアの理数科教育等の発展と教材作成に伴う雇用創出に寄与することを目的とする。

・現地エチオピアでの理科実験教材を現地エチオピア人教師とともに開発
・理科セミナーの実施（エチオピアの教員対象）
・エチオピアの理科教育サポートの為のE-Vision.Japan設立

主な活動場所 Addiss　Ababa　エチオピア/日本　大阪

定例活動日 随時
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 0 ： 10

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 6 4 男女比

代表者 荒賀　 正子 設立年月日 2018.5.20

連絡先

荒賀　正子

090-5368-7213 FAX

なし

せっかく設立した街カフェを完全に閉じてしまうのは惜しい、又、時々集まる場が欲しいと望む仲間もいるので、形を変え
て居場所作り、生きがい作りを目的としていきたい。又、代表者が一人で大道芸のボランティア活動をしているので、メン
バーを増やし団体を作って活動の幅を広げていきたい。

月1回の定例会。サプリ村野等でオカリナ、マジック、大道芸のサプリ村野学校、サンプラザ市民センターでオカリナ教
室、宮ノサポで月1回のマジック教室、高齢者施設、小学校等でパフォーマンスのボランティア活動。

主な活動場所 宮之阪自治会館

定例活動日 第１火曜日（定例会）、臨時練習活動日

パフォーマンスサークル「街」 登録番号 212

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

072-849-5206

masachan75.a@gmail.com

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 2　 ： 8

入会金 会費

13

定例活動日 毎週月曜日・木曜日

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 嶋田　 ゆかり 設立年月日

スターダスト河内

無

080-5339-3106 FAX

活動分野

子ども の健全育成

団体HP（URL) https://stadus-kawachi-profile.jimdo.com/

会員数 50

214

老若男女が繋がることのできる日本の伝統文化「盆踊り」のすばらしさや、「盆踊りを踊ることが楽しい」ことを、同世代に
発信し、次世代に繋げていくために活動している。

今年で結成17年目を迎え、小学生から社会人までで現在約５０名で活動。
活動範囲は、大阪府下はもちろん、東は東京、西は鹿児島まで、一年に100以上の櫓とステージをこなしている。櫓やス
テージだけでなく、盆踊りのレクチャーや踊りの振付、老健施設やデイサービスなどの施設慰問も精力的に行っている。
また、河内音頭の元節であり、枚方に古くから伝わっている「交野節」を継承するため、2017年から交野ケ原交野節保存
会を結成し、音頭を練習している。

主な活動場所 枚方第二小学校体育館

2002年７月

連絡先

久富　雅美

登録番号

48 男女比

無
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 20 5 ： 5

入会金 会費

02 13

主な活動分野 社会教育の推進

団体HP（URL) https://ameblo.jp/come-in-family-care

活動分野

社会教育の推進

代表者 ハワード 　 キャ サリ ン 設立年月日 2018年2月12日

連絡先

古川　由美香

080-3812-8721

無 有（500円/回）

子ども の健全育成

Come in Family Care 登録番号 216

会員数 60 40 男女比

FAX

yumicafurukawa@gmail.com

あらゆる年代の人が楽しく英会話を学べること

月2回程度、囲碁や和菓子づくりなど、様々な文化を英語で学ぶ、体験型のイベントを行っています。

主な活動場所 楠葉丘

定例活動日 なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 2 ： 2

入会金 会費

02 06 13 子ども の健全育成 19

団体HP（URL) http://www.cof.or.jp/kyoushitsu/291/

主な活動分野 社会教育の推進

会員数 4 2 男女比

代表者 桝岡　 未佳 設立年月日 2007年4月

連絡先

桝岡　未佳

090-3928-3396 FAX

有（3,300円/回、会員は2,200円/回）

アートセラピーを通して、子どもたちの本能や感性を引き出して自分らしく生きていくリーダーを育てる事です。

令和2年4月～9月までのスケジュール
4/26（日）、5/17（日）、6/20（土）、7/19（日）、8/16（日）、9/20（日）
時間：AM10：30～16：30予定

主な活動場所 交野市の森

定例活動日 第3日曜日

モーリーキッズわくわく冒険隊 登録番号 217

活動分野

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

団体の運営又は活動に
関する連絡、 助言又は
援助

0744-22-6669

mikachu285@gmail.com

有（10,000円）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 ：

入会金 会費

01

定例活動日 月～金曜日、月2回土曜

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 吉川　 隆雄 設立年月日

心学塾作業所

なし

072-859-9194 FAX 072-859-9195

shingakujuku2004@themis.ocn.ne.jp

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

団体HP（URL) http://www.shinai.info

会員数

218

主に知的にハンディのある方達が地域で当たり前に生きていくことを目指し、一人ひとりに寄り添って支援していく

障害が重くても働くことを大切にし、リサイクル作業やパン、焼き菓子作り、バザーなどの活動を通じ、利用者の工賃アッ
プを目指している。

主な活動場所 心学塾作業所

平成16年4月1日

連絡先

吉川　隆雄

登録番号

男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 5 ： 5

入会金 会費

01

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL)

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 松田　 久子 設立年月日 2015.9

連絡先

松田　久子

090-9705-5921

なし なし

すずらんの集い　― 一緒に考えてみませんか　福祉・介護 ― 登録番号 220

会員数 6 6 男女比

FAX

matsudachako@yahoo.co.jp

誰もが避けて通れない介護の問題について、自分の問題としてとらえ、少しでもよりよい福祉、介護を目指して学び、情
報発信していく会。

学習会や講演会、まつりなどを企画し、広く介護・福祉の問題をアピールしている。また、隔月に「すずらんだより」（会報）
を発行し、個人や施設に届けている。

主な活動場所 楠葉

定例活動日 第一水曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 ：

入会金 会費

02

団体HP（URL)

主な活動分野 社会教育の推進

会員数 20 20 男女比

代表者 駒木根　 淑子 設立年月日 2016年12月20日

連絡先

駒木根　淑子

072-854-5130 FAX

なし

図書館は「知と文化と地方自治の拠点」と認識し、市民が主になって自らの社会教育の環境をつくること。

図書館の基本設計ができるまでは、月2回ぐらい集まり、専門家（建築士）を交えたワークショップ（ＷＳ）をし、図書館とは
何かという基本的な勉強も続けた。
ＷＳの結果は、中央図書館に提出し、市民の要望を基本設計に反映させた。

主な活動場所 南部生涯学習市民センター

定例活動日 毎月第1水曜日

香里ケ丘図書館を見守る会 登録番号 221

活動分野

社会教育の推進

072-854-5130

xqkny364@yahoo.co.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 6 ： 3

入会金 会費

01 13

定例活動日 毎月の第一日曜日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 林　 克巳 設立年月日

マジシャンクラブM

有（3,000円/年）

072-858-3650 FAX 072-858-3650

rikutsugumi@hi3.enjoy.ne.jp 

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

子ども の健全育成

団体HP（URL)

会員数 9

223

今日少子高齢化が進み、老後の生きがいづくりや、将来を担う子どもたちの健全な育成が強く求められている。また、弱
者といわれる障害者を取り巻く環境も、まだ十分とはいえない現状である。このような方々に、マジックでひとときの楽し
みを提供してみんなが夢と希望を持ち明日に向かう、地域社会づくりに貢献したい。

弊クラブは発足して14年経ちます。枚方ボランティアセンター登録のボランティア団体として、枚方市内の小学校、子供
会、老人会、デイサービス、障害者施設等に毎年20～25回マジックの出前を行い皆さんに楽しんでいただいています。そ
して過去には枚方ボランティアセンターから優良団体として表彰も受けました。本年度は新しい企画として親子で楽しめ
る親子マジック教室を開催し、好評を得ました。現在8名の会員が在籍しており、定期的にマジックの研鑽に励んでおり、
今後は出前先に病院等を加えたいと考えています。

主な活動場所 菅原生涯学習センター

H17年8月

連絡先

林　克巳 

登録番号

6 男女比

有（1,000円）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 8 ： 2

入会金 会費

01 13

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

団体HP（URL) izumigakuen.net

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 松本　 崇 設立年月日 2015年5月1日

連絡先

山口　ひとみ

072-802-0880

子ども の健全育成

一般社団法人　泉学園 登録番号 225

会員数 40 37 男女比

FAX 072-834-3234

izumihirakata8@grace.ocn.ne.jp

障がいをもった利用者が自立した日常生活、または社会生活を営むことができるように支援。（泉学園　１８歳～）
日常生活における基本動作を習得し、集団生活に対応できるよう、環境に応じて適切かつ効果的な指導、及び訓練。

創作活動・3B体操・調理実習・外出活動など

主な活動場所 枚方、泉学園、いこい

定例活動日 月～土曜日
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 ：

入会金 会費

01 02 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 09

12 13 17
職業能力の開発・ 雇
用機会の拡充支援

団体HP（URL) http://la-sophia.co.jp/vision-yoga/?page_id=206

主な活動分野 子どもの健全育成

会員数 6 5 男女比

代表者 伊東　 明子 設立年月日 2012年6月1日

連絡先

伊東　明子

070-5437-1576 FAX

あり（費用が発生時に随時）

「三つ子の魂」とは３才までのことを指すが、当団体では「生まれる前のお腹に居る時期（十月十日）の約１年と、生後の
2.3才のころまでを網羅する意味で使用している。生まれるまでにどんな環境にいるか、どのように幼少期を母親から愛さ
れるかによってその子どもの人生の良し悪しに影響する。ビジョンヨガやタッチセラピー（触育）を通して、妊娠中～生後３
才までに母親ができることを伝える。
母から子への関わり方（母育）に力を注いでいる。

ビジョンヨガ枚方として登録時は、安産のための「マタニティヨガ」、産後の「母と子のタッチセラピー」や「親子ヨガ」を通し
て活動。2017年からは誰でも参加できる「みつたまカフェ」として、各種ボディワークを通して心と身体にゆとりを持つイベ
ントも開催。
2018年１１月３日（いいおさんの日）を皮切りに、母親の在り方をトータルでサポートする態勢となった。

主な活動場所 枚方、宮之阪

定例活動日

みつたま（三つ子の魂百まで　河州信の国プロジェクト） 登録番号 226

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

社会教育の推進 地域安全活動

男女共同参画社会の
形成の促進

子ども の健全育成

info@luna-sola.com

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 4 9 ： 4

入会金 会費

01 06 13 子ども の健全育成

定例活動日 毎月第1・第3（金）18：00～21：00

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 乾　 俊雄 設立年月日

枚方マジック研究会

有（￥18,000/年）

072-856-7872/090-3849-5239 FAX 072-856-7872

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

団体HP（URL)

会員数 13

227

マジックの技術を習得し会員相互の協力により、地域の行事イベントに積極的に参加し、楽しいマジックをお届けしていま
す。
お気軽にお声かけ下さい。

月2回、定期的に教室を開き、プロ、アマを問わずマジックのレベルの高い講師をお招きして、より質の高いマジックの習
得につとめ、観客の皆様に不思議・感動・楽しさを味わっていただける様、頑張っています。

主な活動場所 御殿山生涯学習美術センター

1989年1月

連絡先

乾　俊雄

登録番号

9 男女比

有（￥1,000）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 8 ： 2

入会金 会費

02 06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

社会教育の推進

代表者 椙尾　 淳 設立年月日 2014年9月

連絡先

椙尾　淳

06-7878-3306

なし なし

学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

ひらB 登録番号 228

会員数 10 7 男女比

FAX 06-4707-6601

a-sugio@seminar-oasis.com

ライブ＆セッション活動を月1回無料で行う

・毎月の定期ライブ　54回
・周年ライブ（青少年センター、岡東中央公園等）　4回
・FMひらかた　放送H28.4～H31.3まで3年実施

主な活動場所 枚方公園青少年センター

定例活動日 月1回　不定期
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 ：

入会金 会費

01 03 10
人権の擁護又は平和
の推進 12

14 16

団体HP（URL) https://rabbitbakery.theshop.jp/

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

会員数 男女比

代表者 髙石　 康 設立年月日 H30.6.4

連絡先

髙石　亜希子

072-847-3344 FAX

なし

一般企業へ就労を希望することが難しかったり、家から一歩出ることが難しかったりする方・・・仲間と共に歩みたいけど、
もう少し何か支援が必要だと考えている方たちを応援しています。

パン工房でパン作りの手伝いを通じてたくさんの方たちと交流するきっかけを作っています。
地域の方にパン工房ラビットをまずは知っていただくため、見学から始めていただけるように活動しています。

主な活動場所 枚方市周辺

定例活動日 月～金

一般社団法人エバーグリーン　パン工房ラビット 登録番号 230

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

まちづく り の推進
男女共同参画社会の形
成の促進

情報化社会の発展 経済活動の活性化

072-847-0506

evergreen.h@gol.com

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 10 1 ： 9

入会金 会費

01 03 13 子ども の健全育成

定例活動日 2月、8月　その他設定日

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 加籠六　 侑樹 設立年月日

マタニティチャームズ

なし

080-5336-5693 FAX 050-1323-7438

maternitycharms@gmail.com

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

まちづく り の推進

団体HP（URL) http://facebook.com/maternitycharms/

会員数 40

231

枚方市にはマタニティさんやそのご家族、赤ちゃんをサポートしようと活躍されている方がたくさんいます。その情報を、
子育てに不安のあるマタニティさんが少しでも早く地域のことを知れる機会を作ろう、素敵な方々とのたくさんの出会いと
繋がりの中で、ママが安心を得られて、パパが学ぶことが出来て、こどもたちが地域の愛情を受けて育つ。そんな地域づ
くりに繋げたいという活動をしています。

年2回、マタニティイベントを開催
月1回、マタニティカフェを開催
産婦人科の母親教室で情報発信

主な活動場所 くずはアートギャラリー、ニトリモール

平成29年6月1日

連絡先

加籠六　侑樹

登録番号

30 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 10 5 ： 5

入会金 会費

11

主な活動分野 国際協力

団体HP（URL) https://alohaeigonpo.org/aboutalohaeigonpo/

活動分野

国際協力

代表者 ﾗｼ゙ ｴﾙ・ ﾃﾝﾍ゚ ﾗﾝｽ 設立年月日 2016年７月１日

連絡先

ﾗｼﾞｴﾙ・ﾃﾝﾍﾟﾗﾝｽ

090-6063-5292

なし なし

特定非営利活動法人　Aloha Eigo NPO 登録番号 233

会員数 13 3 男女比

FAX

akikookano1212@gmail.com

国際社会に貢献できる人材を育成・輩出し、人材育成に寄与することを活動目的としています。

貧困問題を抱える開発途上国（フィリピン）において、ボランティア事業を行っています。定期的なミーティングなどにより、
海外への支援事業だけでなく、会員同士の交流を通じてボランティア活動を行っています。

主な活動場所 大阪・神戸・京都・フィリピン

定例活動日 不定期
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 1 ： 4

入会金 会費

01 03 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

団体HP（URL)

主な活動分野 まちづくりの推進

会員数 5 3 男女比

代表者 樺井　 良祐 設立年月日 2019.4.28

連絡先

樺井　良祐

090-6826-8756 FAX

なし

1.地域に関心を持ってもらう撮影、展示
2.障がい者や病弱者の支援
3.障がい者や病弱者に対する着付ボランティア

・写真展に向けた撮影をしています。
・障がい者施設を中心に着付、撮影ボランティアをしています。

主な活動場所

定例活動日

spring 登録番号 234

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

まちづく り の推進

fpaper.mari@gmail.com

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 4.2 ： 5.8

入会金 会費

06

定例活動日 毎月第2・4水曜日

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

代表者 山口　 晃 設立年月日

マジック同好会「レインボー」

あり（12,000円/年）

072-855-7096 FAX

arikai92@cameo.plala.or.jp

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

団体HP（URL)

会員数 12

235

地域の子どもから高齢者まで楽しんでもらう。
自分自身の生きがいのため。

平成30年度活動状況
 4月　美咲地区一人暮らし
 6月　楠葉北小学校
 7月　京田辺市立田辺東小学校
 9月　学園祭
 9月　招堤敬老会
10月 招堤小学校
10月 野田北集会所（いきいきサロン）
12月 双葉クリニック（2日間）

主な活動場所 教育文化センター

平成17年４月１日

連絡先

山口　晃

登録番号

7 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 10 6 ： 4

入会金 会費

10

主な活動分野 人権の擁護又は平和の推進

団体HP（URL)

活動分野

人権の擁護又は平和
の推進

代表者 福山　 昌也 設立年月日 2004年7月

連絡先

福山　昌也

072-854-5991/090-5240-9261

なし あり（1,000円/年）

Dサポーターズ －教育の自由をとりもどす会－ 登録番号 236

会員数 30 20 男女比

FAX 072-854-5991

p-crat.d-maasan@docomo.ne.jp

現在の枚方の教育内容が子どもの成長、民主的感性を阻害するものになっていないかを点検し、市民へ広く知らせ、ま
た学習会を通じて見聞を深めます。

半年に1度の講演会・上映会等のイベント開催。年に一度の総会。その他時宜に応じた学習会を開催しています。

主な活動場所 枚方市

定例活動日 不定期
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 0 ： 10

入会金 会費

03 06 13 子ども の健全育成

団体HP（URL)

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

会員数 11 10 男女比

代表者 古川　 早苗 設立年月日 2017年9月

連絡先

古川　早苗

090-5057-0196 FAX

なし

本会は地域の女性の親睦を図るとともに、年齢に関係なく身体と心を健やかに育む活動を目標とします。
他者との関わりが疎遠となりがちな現代において、『繋がる事の楽しさ』を再確認でき、地域の皆さんが笑顔でハッピーな
時間を過ごせるお手伝いを目指します。

会員の方の希望や要望も聞きながら講座を開催しています。
・アロマ講習、クラフト教室　　　　　　・お花見ヨガ
・健康ヨガ　　　　　　　　　　　　　　　　・ハンドメイドバッグ講座
・フラワーアレンジメント　　　　　　　　・アクセサリー作り
・親子ピラティス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

主な活動場所 サプリ村野

定例活動日 主に（水）（木）

枚方健康美活会 登録番号 237

活動分野

まちづく り の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

sanae07121111@ezweb.ne.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 5 1 ： 9

入会金 会費

01 02 06
学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興 11

13

定例活動日

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 髙橋　 正 設立年月日

たのしいおりがみ教室

あり（毎回500円/子ども無料）

080-6219-9953 FAX

origami83k.j23t.t@me.com

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

社会教育の推進 国際協力

子ども の健全育成

団体HP（URL)

会員数 10

238

趣味であり、特技の折り紙の奥深さや世界的な発展を伝えつつ、折り紙を教育や福祉などで役立ててもらったり楽しんで
もらいたいと思っています。

小さい子から大人の方、いろんな方から、これから折り紙に興味を持たれた方に依頼をもらったりしながら教室を増やし
ていきたいと思っています。

主な活動場所 生涯学習市民センターなど

2019.12.17

連絡先

髙橋　正

登録番号

5 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 8 ： 2

入会金 会費

01 02 03 まちづく り の推進 06

14 17 19
団体の運営又は活動
に関する連絡、 助言
又は援助

主な活動分野 社会教育の推進

団体HP（URL) https://snok.org

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

代表者 絹川　 誠 設立年月日 令和元年5月1日

連絡先

絹川　誠

なし あり（3,000円/年）

社会教育の推進
学術、 文化、 芸術又は
スポーツの振興

情報化社会の発展
職業能力の開発・ 雇用
機会の拡充支援

特定非営利活動法人　スノック 登録番号 239

会員数 10 7 男女比

FAX

snoknpo@gmail.com

高齢社会が進み生産年齢人口が減少することによる様々な社会課題を解決するため、研究調査活動を実施するととも
に、調査解決の為の啓発及び支援事業等を行い、もって社会全体の利益の推進に寄与することを目的としています。

高齢社会が進む中で、新しい生き方が求められてきます。そのような新しい生き方のロールモデルとなる人を紹介するイ
ンタビュー記事をホームページに掲載するという活動をしています。
また枚方市内で読書会を開催したり、各種ワークショップも開催しています。

主な活動場所 枚方市内

定例活動日 随時（特に定めていません）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 2 3 ： 7

入会金 会費

02 12

団体HP（URL)

主な活動分野 男女共同参画社会の形成の促進

会員数 13 11 男女比

代表者 白井　 義幸 設立年月日 1996年9月12日

連絡先

市岡　和子

090-6603-0758/072-834-6435 FAX

あり（15,600円/年・1,300円/月）

会員相互の和を保ちつつ、楽しみながら太極拳を学び、その技と心を日常生活に役立てること、並びに男女共同参画社
会の形成に向けて、互いに学びあうことを目的とする。

毎週木曜日（5週目は休み）
メセナ枚方　軽運動室にて18：30～20：00練習
楊式太極拳99式、81式、刀、推手。

主な活動場所 メセナ枚方　軽運動室

定例活動日 木曜日

太極拳　談遊会 登録番号 240

活動分野

社会教育の推進
男女共同参画社会の形
成の促進

072-834-6435

kazuko.i831@softbank.ne.jp

あり（1,000円）
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 7 5 ： 5

入会金 会費

01 02 18 消費者の保護

定例活動日 通年

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進

代表者 竹谷　 綾 設立年月日

特定非営利活動法人エンパワセツルメント

あり（12,000/年）（応相談）、随時実費+アルファでも可

070-5653-6124 FAX

epowersettlement@gmail.com

活動分野

保健、 医療又は福祉
の増進

社会教育の推進

団体HP（URL) https://jp-hitori.net

会員数 23

241

地域福祉、共生社会の発展への寄与、及び、金銭管理、移動支援、制度活用中支援、制度活用中の権利擁護、蛍光灯
の交換まで、生活の困りごと何でも対応。

福祉有償運送認可、居場所事業開催、日常生活自立支援事業と同等の事業を展開。

主な活動場所 枚方市、寝屋川市、交野市

2014年6月25日

連絡先

竹谷　綾

登録番号

16 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 ：

入会金 会費

06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL) http://hirakata-taikyo.org/

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 会長　 西邨　 定実 設立年月日 昭和49年6月法人化

連絡先

三嶋　宣範

072-898-0200

※ ※　　　（※協会団体など複数の会員制度あり）

公益財団法人枚方市スポーツ協会 登録番号 242

会員数 男女比

FAX 072-898-0201

webmaster@hirakata-taikyo.org

市民の体力向上とアマチュアスポーツの普及をはかり、あわせて各種スポーツ団体の組織の充実とスポーツ施設の利
用環境の整備を推進し、市民スポーツの振興に寄与することを目的とする。

目的を達成するために、スポーツに関する大会、イベント、教室等の開催、指導者や支援者の育成、スポーツ施設の管
理運営・総合型地域スポーツクラブの運営等を行っている。
※現在27の加盟団体登録あり

主な活動場所 枚方市

定例活動日 随時（定休日（月曜日・祝日・12/29～1/3））
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 3 5 ： 5

入会金 会費

07

団体HP（URL)

主な活動分野 環境の保全

会員数 10 7 男女比

代表者 山下　 清司 設立年月日 2019年12月14日

連絡先

長島　照文

072-850-7836 FAX

なし

自然に親しみ、自然への関心を深め自然を楽しむこと

春の花の映写会をサンプラザで第1弾として計画決定している。今後は夏と秋にそれぞれの季節の野草の映写会を生涯
学習市民センターで企画しているところです。

主な活動場所 公共施設　生涯学習市民センターなど

定例活動日 不定期

野の花映写会 登録番号 243

活動分野

環境の保全

072-850-7836

kc383838@jc5.so-net.ne.jp

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 1 7 ： 3

入会金 会費

03 07 13 子ども の健全育成

定例活動日 第三・第四土曜

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 山口　 遼太 設立年月日

ひらかたプレーパーク実行委員会

なし

090-9888-2232 FAX

playpark.hirakata@gmail.com

活動分野

まちづく り の推進 環境の保全

団体HP（URL) https://playparkhirakata.wixsite.com/mysite

会員数 10

244

枚方市内の緑地保全及び子どもの野外体験の場作りを目的として活動する。

毎月第三土曜日の整備と第四土曜日の本番を企画実施。
その他出張プレーパークなども適時行っている。

主な活動場所 枚方市香里ケ丘

2019年4月1日

連絡先

山口　遼太

登録番号

9 男女比

なし
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 0 1 ： 9

入会金 会費

06

主な活動分野 学術、文化、芸術又はスポーツの振興

団体HP（URL)

活動分野

学術、 文化、 芸術又
はスポーツの振興

代表者 荒賀　 正子 設立年月日 2020年4月1日

連絡先

荒賀　正子

090-5368-7213

あり（\3,000） あり（￥300/回）

オカリナ教室「街」 登録番号 245

会員数 16 16 男女比

FAX 072-849-5206

masachan75.a@gmail.com

オカリナをしたい人が誰でも楽しくできる事を目的とし、できるだけ安く易しく丁寧に指導することを心がける。今後オカリ
ナを通してボランティア活動などもしていきたい。

2年近く経ち、15名ほどにメンバーも増え、月3回ぐらい頻度で練習を続けている。皆さん熱心でいろいろな曲ができるよう
になってきました。

主な活動場所 サンプラザ生涯学習センター

定例活動日 火曜　午前中
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担当者

TEL

Email

活 動
目 的

活 動
状 況

市内 市外 ：

入会金 会費

13

2019年4月1日

社会福祉法人大阪水上隣保館　里親支援機関おひさま 登録番号 246

主な活動分野 子どもの健全育成

代表者 木内　 さ く ら 設立年月日

連絡先

木内　さくら

072-380-3455 FAX 072-380-3455

suinyu-ohisama@gol.com

親が病気だったり、行方不明だったり、育つ環境が安全でなかったり…、そういったさまざまな理由で生まれた家庭で生
活できない子どもたちがいます。

里親制度を広く知ってもらうための活動を行っています。
里親になってくださる方や里親に興味のある方へのご案内も行っています。
里親家庭へは、訪問や電話での相談や地域の教育・福祉・医療分野の各機関との話し合いの調整といったサポートをは
じめ、里親家庭の学びの場や交流の場を企画するなど、活動しています。
2020年4月からは大阪府の事業委託を受け、枚方市・寝屋川市・四條畷市・交野市・大東市を中心に活動しています。

主な活動場所 枚方市、交野市、四條畷市、大東市

定例活動日

会員数 男女比

なし なし

団体HP（URL) https://ohisama-satooya.jp

活動分野

子ども の健全育成

153 ページ

https://ohisama-satooya.jp/


登録順リスト

巻末　1

登録番号 団体名 ページ

1 枚方市スカウト協議会 1
2 紙芝居サークルよっちゃん 2
3 (公社) アジア協会アジア友の会枚方地区会 3
4 (特活)えほんのお部屋ひまわり畑 4
5 (特活)NALC「天の川クラブ」 5
6 (特活)京阪総合カウンセリング 6
8 枚方太極拳の会 7
9 イラク平和テレビ局in Japanひらかた 8
13 ファミリーポートひらかた 9
16 サークル風(漫才と演劇) 10
17 ひらかた自助具工房 11
19 黎明塾・百済寺を考える会 12
20 (特活)サンスクエア 13
23 みんなでつくる学校 とれぶりんか 14
25 あんしんサポート御殿山(大阪高齢者生活協同組合) 15
26 パナソニック松愛会ハムクラブ 16
28 エコ・スマイルひらかた 17
29 枚方アマチュア無線クラブ 18
31 桜丘中学校区健康リーダー 19
34 Hippo しぇんろんファミリー 20
36 ひらかた子育て支援ネットワーク 21
39 「こどもと本」香里ヶ丘市民学級 22
40 枚方“いきいきパソコン教室” 23
41 音楽でリフレッシュ！ 24
44 (特活)サイクルボランティア・ジャパン関西支部 25
45 (認特活)スペシャルオリンピックス日本・大阪 26
46 新日本婦人の会 枚方支部 27
47 枚方いきもの調査会 28
48 枚方渚釣友会 29
49 Joinネイチャースクール 30
50 広場さぷり 31
51 枚方障害者スポーツ連絡会 32
52 枚方そば打ち遊人会 33
54 レディス枚方21 34
55 苺のいえ 35
56 枚方中部おやこ劇場 36
57 (特活)つばさの会大阪 37
58 ＬＩＰ編集局 38
60 (特活)ひらかた環境ネットワーク会議 39
64 百歳市民大学 40
68 (特活) ホームベース 41
71 太極拳・気功サークル 42
73 (特活)けいはんな文化学術協会 43
74 京都千年天文学街道(NPO花山星空ネットワーク) 44
75 教育コンサルタントファーム　GAPP 45
76 saku らーにんぐ 46
78 (特活)キッズナビわかば 47
80 (特活)ゆいむ(結夢) 48
81 天の川七夕星まつりの会 49
82 WENT 50
83 (特活)コーチズ大阪 51



登録順リスト

巻末　2

登録番号 団体名 ページ

84 放課後クラブ「チャレンジ・キッズ」 52
86 ひらかたAKAYの会 53
88 イフィック(関西国際家族友好団体) 54
89 (特活)ひまわり七宝 55
90 ハッピーマジック 56
91 大阪メチャハピー祭in枚方実行委員会 57
92 (一社) のあっく自然学校 58
96 枚方演劇連盟 59
97 (特活)雅夢(がむ) 60
100 手話サークル青柿 61
102 (社福)やなぎの里 62
106 (特活)枚方市障害者事業協会 63
109 やんちゃっ子ひらかた 64
110 中宮チャンゴの会 65
111 (特活)森林ボランティア竹取物語の会 66
114 枚方南おやこ劇場 67
115 (特活)枚方市手話通訳協会 68
116 (特活)枚方マンション管理組合連合会 69
117 YBC(笑)－スポーツ応援クラブ- 70
118 くらわんかアーバンステージ 71
120 みんなでつくる広場「ちょこっと」 72
121 とっておきの音楽祭 in ひらかた 実行委員会 73
122 平成寺子屋 74
126 (特活) きらく会 75
127 (特活)枚方交野国際奉仕活動協会 76
128 傾聴ボランティアグループ「ちょうちょ」 77
130 ガールスカウト大阪府第１０１団 78
132 全日本年金者組合 枚方支部 中分会 79
133 野外体験学習事務所 ﾊﾟﾜｰｽﾞｱｳﾄﾄﾞｱｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ 80
134 おおさか音楽療法 桜 81
135 ２回目の小学校 学級委員会 82
136 (特活)あざみ 83
138 (特活)大阪視覚障害ゴルファーズ協会 84
139 (特活)ふれあいネットひらかた 85
144 (特活)ハーモニークラブ 86
147 (一財)星ヶ丘学園 87
148 (公社)大阪府鍼灸マッサージ師会枚方師会 88
149 ひらかたハートセラピー協会 89
153 枚方ふれあいフェスティバル実行委員会 90
156 (特活)デイコールサービス協会 91
160 (特活)エスペランサ 92
161 (一社)ママのチカラ協会 93
162 (認特活) 大阪府高齢者大学校 94
164 「月桃の花」歌舞団 枚方支部 95
165 (特活)ネパール支援　友の会 96
167 (特活)健康ライフサポート協会 97
169 夕づるの会 98
171 リトル・アニー 99
173 櫟俳句会 100
176 はてなや 101
177 キラキラ枚方ママ 102



登録順リスト

巻末　3

登録番号 団体名 ページ

178 ゆめ 103
180 子育て支援　まーま・えいど 104
181 ハンドメイドアクセサリー教室 リバリバ工房 105
184 スティックシアター 106
185 藤阪子ども食堂隊 107
186 (特活)大阪府民カレッジ・ひらかた校 108
189 (特活)日本ウミガメ協議会 109
192 (社福)みすず福祉会 しらかばの郷 110
193 未来創造プロジェクト みはるかすく 111
194 ビッグイシュー枚方 112
195 フラハイビスカス 113
196 美育会　Ｂｅｅ 114
198 天の川・交野ケ原 日本遺産プロジェクト 115
199 枚方スポーツ拳法クラブ 116
200 (特活)ひらかた子ども食堂ファンクラブ 117
201 (特活)ますくまんず 118
202 (特活)関西生活文化研究会おでかけ 119
203 RAFIQ(在日難民との共生ネットワーク)枚方支部 120
204 子どもへの経済援助を考える親の会 121
205 枚方エコサイクル 122
206 BJ7 123
207 きさいちチアリーディングクラブ RAINBOWS 124
208 E-Vision.Japan 125
212 パフォーマンスサークル「街」 126
214 スターダスト河内 127
216 Come in Family Care 128
217 モーリーキッズわくわく冒険隊 129
218 心学塾作業所 130
220 すずらんの集い　― 一緒に考えてみませんか　福祉・介護 ― 131
221 香里ケ丘図書館を見守る会 132
223 マジシャンクラブM 133
225 (一社)泉学園 134
226 みつたま(三つ子の魂百まで 河州信の国プロジェクト) 135
227 枚方マジック研究会 136
228 ひらB 137
230 (一社)エバーグリーン パン工房ラビット 138
231 マタニティチャームズ 139
233 (特活)Aloha Eigo NPO 140
234 spring 141
235 マジック同好会「レインボー」 142
236 Dサポーターズ－教育の自由をとりもどす会－ 143
237 枚方健康美活会 144
238 たのしいおりがみ教室 145
239 (特活)スノック 146
240 太極拳　談遊会 147
241 (特活)エンパワセツルメント 148
242 (公財)枚方市スポーツ協会 149
243 野の花映写会 150
244 ひらかたプレーパーク実行委員会 151
245 オカリナ教室「街」 152
246 (社福)大阪水上隣保館　里親支援機関おひさま 153
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