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   50音順索引

＜ア行＞
ＩＦ希の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62ページ

一般社団法人　青い鳥北協・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ

ＮＰＯ法人　芥川倶楽部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46ページ

公益社団法人　アジア協会アジア友の会（JAFS高槻）・・・・・・・・・・・56ページ

特定非営利活動法人　アジア子供支援フジワーク基金・・・・・・・・・・・62ページ

あしたばの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35ページ

一般社団法人　Animal Protect・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28ページ

阿武山音楽会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36ページ

阿武山防災研究所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51ページ

Ａｍｏｕｒ　Ｎｏｎ．ｎｏ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ

アライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28ページ

特定非営利活動法人　いきいき会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ

ＮＰＯ法人　いちごいちえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63ページ

異文化を楽しむ会　うさかめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56ページ

植畑子ども劇場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63ページ

歌声さろん　なのはな・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ

特定非営利活動法人　ＳＣ高槻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36ページ

Ｍ・Ⅰキックボクシングスクール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37ページ

園芸文化調査研究団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29ページ

認定ＮＰＯ法人　エンディングセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ

一般社団法人　大阪ＩＪ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51ページ

大阪介護支援専門員協会　高槻・島本支部・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ

ＮＰＯ法人　大阪府北部コミュニティカレッジ・・・・・・・・・・・・・・24ページ

ＮＰＯ法人　大阪府民カレッジ高槻校・・・・・・・・・・・・・・・・・・37ページ

お茶の間設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77ページ

オレンジ引きこもり家族会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ページ

音楽サークル　ドルチェ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38ページ

＜カ行＞
特定非営利活動法人　ガーデニングヘルパーズ倶楽部　花と緑の救援隊　・・29ページ

特定非営利活動法人　介縁隊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ページ

海外協力グループ“クスクス”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57ページ

街頭紙芝居師　つるちゃん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64ページ

ＮＰＯ法人　学習創造フォーラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57ページ

学生団体　ＫＵＭＣ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53ページ

かげえ劇団アクト座　昔ばなし語り部集団・・・・・・・・・・・・・・・・38ページ

特定非営利活動法人　囲む会ヘリオフレンド・・・・・・・・・・・・・・・ 5ページ

公益財団法人　関西吟詩文化協会　邦翠会・・・・・・・・・・・・・・・・39ページ

ＣＡＰみしま・大阪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54ページ

特定非営利活動法人　きらきら星・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ページ

特定非営利活動法人　きらら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ページ

起立性調節障害カラフル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ページ

ＮＰＯ法人　権利擁護たかつき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54ページ

　　※団体が法人格（特定非営利活動法人、一般社団法人等）を有する場合は、

　　　その法人格名に続く頭文字から該当する行を検索ください。

　　　（例）【特定非営利活動法人サポートセンター】という法人を探したい場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　「５０音順索引」のサ行から検索ください。



   50音順索引

認定ＮＰＯ法人　こうのとりのゆりかごin関西・・・・・・・・・・・・・・64ページ

ＣＯＣＯ　縁側・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30ページ

特定非営利活動法人　こころのケアネットワークＩＮおおさか・・・・・・・ 7ページ

「子どもの文化」ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65ページ

connection（コネクション）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58ページ

＜サ行＞
災害避難者の人権ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52ページ

特定非営利活動法人　シーン(SEAN)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61ページ

自助具製作ボランティアグループ「わかば」・・・・・・・・・・・・・・・ 7ページ

特定非営利活動法人　シニア自然大学校高槻支部　ネイチャーたかつき・・・46ページ

シニア１００ネット高槻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24ページ

自閉症の人のバリアフリーを考える親の会　はぐくみ・・・・・・・・・・・ 8ページ

社会福祉法人　照治福祉会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8ページ

昭和明星倶楽部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39ページ

シルバーアドバイザー高槻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9ページ

特定非営利活動法人　信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会・・30ページ

すこやかサロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9ページ

studio FREESTYLE（スタジオフリースタイル）・・・・・・・・・・・・・・65ページ

住まいの勉強室＋古民家再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31ページ

摂津響Saal・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40ページ

＜摂津富田＞駅北まちづくりの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31ページ

特定非営利活動法人　総合レクリエーション工房　チャイルドハート・・・・66ページ

相聞茶堂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25ページ

そこｉ工房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ページ

＜タ行＞
一般社団法人　タウンスペースＷＡＫＷＡＫ・・・・・・・・・・・・・・・10ページ

たかつきおもちゃ病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66ページ

（一社）たかつき環境市民会議　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47ページ

ＮＰＯ法人　高槻技術協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53ページ

高槻里山ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47ページ

高槻ジェンダー研究ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61ページ

高槻市ディスコン協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40ページ

高槻市日中友好協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58ページ

高槻島本人形劇連絡会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67ページ

ＮＰＯ法人　たかつき市民活動ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・32ページ

ＮＰＯ法人　たかつき市民カレッジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25ページ

高槻太極拳協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41ページ

高槻つばめ学習会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67ページ

高槻にみんなの図書館をつくる会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41ページ

特定非営利活動法人　高槻の高齢社会をよくする会・・・・・・・・・・・・11ページ

高槻ポッパーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75ページ

たかつき保養キャンプ・プロジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・68ページ

特定非営利活動法人　高槻ボラパソ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75ページ

特定非営利活動法人　高槻まごころ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11ページ

高槻マジッククラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12ページ

高槻名誉市民を語り継ぐ会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26ページ

高槻山歩きの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12ページ

ＮＰＯ法人　高槻ユースオーケストラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・68ページ

社会福祉法人　高槻ライフケア協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13ページ

特定非営利活動法人　高槻ライフケア協会・・・・・・・・・・・・・・・・13ページ

たかつきライブラリーフレンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42ページ

多文化共生サロン高槻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59ページ



   50音順索引

特定非営利活動法人　地域猫管理協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・32ページ

特定非営利活動法人　地域ひといき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69ページ

チャムきっずぱーく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69ページ

聴覚障害者のための防災ネットワークを考える会・・・・・・・・・・・・・14ページ

特定非営利活動法人　つながりネットワークなかま・・・・・・・・・・・・14ページ

任意団体　つむぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70ページ

できたよできた　おべんとうの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70ページ

一般社団法人　テツナグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71ページ

てとて　食のひろば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71ページ

特定非営利活動法人　とうりゃんせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ページ

＜ナ行＞
特定非営利活動法人　なごみの家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15ページ

ＮＰＯ法人　ナルク高槻・島本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16ページ

ＮＰＯ法人　二十一の会　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16ページ

日本熊森協会　北大阪地区高槻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48ページ

日本語ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59ページ

特定非営利活動法人　日本スローワーク協会・・・・・・・・・・・・・・・17ページ

一般社団法人　日本定年力検定協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26ページ

特定非営利活動法人　ニュースタート事務局関西・・・・・・・・・・・・・27ページ

認知症家族の会ハナミズキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17ページ

認知症を理解し地域で支える会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18ページ

特定非営利活動法人　ノート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72ページ

特定非営利活動法人　ノーマライゼーション高槻・・・・・・・・・・・・・18ページ

＜ハ行＞
バーン・パニダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60ページ

発達が気になる子どもと保護者のための支援室とらいさぽーと・・・・・・・19ページ

花と緑のまちづくり高槻景観園芸クラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・48ページ

社会福祉法人　花の会　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19ページ

一般社団法人　はらいふ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72ページ

パラソル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ページ

原っぱらっぱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35ページ

ピアーチェ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42ページ

ビッグイシュー高槻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55ページ

ヒトトキ。えほん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33ページ

特定非営利活動法人　ファミリーサポート金の鈴・・・・・・・・・・・・・73ページ

特定非営利活動法人　Ｆｕｎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43ページ

特定非営利活動法人　フィールド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76ページ

認定特定非営利活動法人　プール・ボランティア・・・・・・・・・・・・・43ページ

特定非営利活動法人　フェルマータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20ページ

ＮＰＯ法人　福祉医療利用者ネットワークゆうゆう・・・・・・・・・・・・21ページ

ふれ愛たかつき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21ページ

火　串　会（ほぐしかい）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44ページ

特定非営利活動法人　北摂ＳＩＴＡ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76ページ

特定非営利活動法人　ほっと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22ページ

ほのぼのフレンズパーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49ページ

ＮＰＯ法人　ほほえみケア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22ページ

ほむすびの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73ページ

ボランティアグループ槻輪(きりん） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・33ページ

ボランティア“やまびこ”グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23ページ

本山寺自然環境保全地域を考える協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・49ページ

＜マ行＞
ＮＰＯ法人　三島子ども文化ステーション・・・・・・・・・・・・・・・・74ページ



   50音順索引

特定非営利活動法人　緑からのメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・50ページ

三好芥川城の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44ページ

民舞胡蝶「高槻教室」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45ページ

椋の会（むくのかい）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45ページ

ＭＯＡ高槻健康生活ネットワーク“こすもす”・・・・・・・・・・・・・・34ページ

もものきちょうちょ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23ページ

特定非営利活動法人　森のプラットフォーム高槻・・・・・・・・・・・・・50ページ

＜ラ行＞
ＲＡＦＩＱ（在日難民との共生ネットワーク）・・・・・・・・・・・・・・55ページ
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 一般社団法人  青い鳥北協

代表者 門田　盛男

連絡先住所 〒569-1012　高槻市大字成合133-4　TYK高槻生コン内

電話 072-689-3303　（携帯：090-8211-7777）

ファクス 072-689-3309

ホームページ

電子メール kumiai@air.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり、学術スポーツ、子どもの育成、職業支援、団体活動支
援

会費 無し

会員

活動地域 高槻市内

メッセージ

　大阪府下で事業を行う企業の地位向上と発展を計り、地元の福祉活動と文化活動に
貢献します。
　一般的には、ホームページ又は高槻プロジェクトファームを見て下さい。
　特にNPO法人フェルマータに出来るかぎりの支援を続けています。
　手をつなぐ親の会、高槻けやきの郷、又、社会福祉法人ノーマライゼーション協会等、多
数多動に渡り支援を続けて40年になります。

団体名 Ａｍｏｕｒ　Ｎｏｎ．ｎｏ

代表者 市川　尚美

連絡先住所 〒569-1042　高槻市南平台5-6-18

電話 080-5711-5875

ファクス 072-692-8268

ホームページ

電子メール amour-non.no@ezweb.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、まちづくり

会費 その都度材料費

会員 個人（　1　人 ）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　アロマセラピーは香りの療法です。香りでリラックスするだけでなく、免疫系、ホルモン
の分泌、自律神経と体の生理機能を整えてくれる部分に働きかけるので、病気の予防、
認知症予防に役立てられてます。アロマトリートメントは、心地よいタッチングを実感して
もらえるので、子どもからお年寄りまで喜ばれてます。スプレー作りや、ハンドクリーム作り
などの講習会などの開催も相談させて頂きます。是非、お声かけください。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　いきいき会

代表者 吉田　エリ

連絡先住所 〒569-1147　高槻市土室町36-5

電話 072-696-1425

ファクス 072-696-8900

ホームページ https://npo-ikik.jimdofree.com/

電子メール npo.ikik@poem.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉(配食サービス）

会費 年額  2,000円

会員 個人（38人 ）

活動地域 高槻市内（主に阿武山中学校区ほか、川西中、如是中、第四中、第二中学校区）

メッセージ

　手作りで食材や調味料にもこだわり、栄養バランスを考えたお弁当を作っています。で
きるだけ食べて頂きたいとの思いから、軟飯、おかゆ、刻みなどの個別対応もしています。
お届け日は週1回から必要な曜日を選べます。前日の17時までキャンセルができます。
短期の利用にも対応しています。

団体名 歌声さろん　なのはな

代表者 案浦　多美子

連絡先住所 〒569-1115　高槻市古曽部町1-15-19

電話 090-1159-0665

ファクス

ホームページ

電子メール utagoe2016@gmail.com

主な活動分野 保健福祉、学術スポーツ、子どもの育成

会費

会員

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　ベビーからシニアの方までを音楽を使って、脳をイキイキさせて楽しく過ごせるリトミッ
ク、ベビーのふれあいあそび講座。　　障がい児リトミック（子ども向け）。　デイケア、老人
会、施設などに昔の歌の演奏サービスができます。リトミックは高槻市で２５年、歌声さろ
んは１０年しています。HPは歌声さろん　なのはな　/　リトミックピコロ　/一般社団法人　
楽育脳音楽協会。リコーダー演奏者もいらっしゃいます。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 認定ＮＰＯ法人　エンディングセンター

代表者 井上　治代

連絡先住所 〒569-1051　高槻市原1371-4

電話 072-669-9131

ファクス 072-669-9132

ホームページ http://www.endingcenter.com

電子メール kansai@endingcenter.com

主な活動分野
保健福祉、社会教育、学術スポーツ、環境保全、人権平和、男女参画（樹木葬）、団体活
動支援

会費 年額　8,000円

会員 個人（　3,683　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　尊厳ある死と葬送の実現を目指す市民団体として、1990年に東京で発足しました。
2012年に高槻市内に関西事務所が開設され、お墓問題解決に向けた樹木葬墓地の実
現を神峯山寺と協働。お墓に関する相談対応の他、人生の終末期に関する葬儀･相続等
の終活講座を主催しています。又、行政や公民館、他ＮＰＯへエンディングに関する講師
派遣も行い、「より良く死ぬ日のため」の情報発信活動も行っています。

団体名 大阪介護支援専門員協会　高槻・島本支部

代表者 數原　晃芳

連絡先住所 〒569-0836　高槻市唐崎西1-25-1

電話 072-677-1500

ファクス 072-677-0004

ホームページ

電子メール

主な活動分野 保健福祉、まちづくり、災害救援

会費 無し

会員 個人（　60　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　当団体は、大阪介護支援専門員協会の支部組織として、平成19年11月11日（介護
の日）に活動を開始いたしました。
　みなさまの介護を支援する専門家（ケアマネジャー）として、地域の年長者とそのご家族
等の保健医療・福祉の増進に寄与することを目的としています。
　ケアマネジャー同士で、また、医療・介護分野の多職種と協働し勉強会や親睦会等を開
催したり、近年は健康たかつき21や市民の健康フェアにも参加しております。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 オレンジ引きこもり家族会

代表者 孝橋　由佳

連絡先住所 〒569-1197　高槻市大字奈佐原10-10

電話 072-693-0052

ファクス 072-693-0052

ホームページ

電子メール info@orange-hp.or.jp

主な活動分野 保健福祉

会費

会員

活動地域

メッセージ
　精神科実務経験15年以上ベテランの看護師、作業療法士、医師が『引きこもりでお困
りのご家族』を対象に悩みを伺うとともに、当事者にとって望ましい関わり方についてレク
チャーを致します。

団体名 特定非営利活動法人　介縁隊

代表者 相田　理恵子

連絡先住所 〒569-0825　大阪府高槻市栄町１－２０－２６ー１０１

電話 072-658-2211

ファクス 072-658-2241

ホームページ http://www.npoket.info/

電子メール npoket@outlook.jp

主な活動分野 保健福祉、まちづくり、地域安全、職業支援、団体活動支援

会費 年額　3,000円

会員 団体（　　1団体）、個人（　　11人）

活動地域

メッセージ

　現在活動している地域密着型通所介護サービスの栄町デイサービスは、定員１８名の
アットホームなデイサービスであり、安全安心で無理なく各ご利用者様に応じた機能回
復運動を実施、楽しいレクリエーション活動としてゲームや歌などを実施しています。美味
しい手作りの昼食も３９０円で毎日ご提供しています。ご希望者には専属の美容師資格
者の職員が無料でヘアケアし清潔保持をサポートしています。ご利用は高槻市民で介護
認定１以上であれば何方でもご利用いただけます。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　囲む会ヘリオフレンド

代表者 西田　良治

連絡先住所 〒569-1029　高槻市安岡寺町一丁目20-3

電話 072-687-6680

ファクス 072-687-6695

ホームページ ｗｗｗ43tok.com/home/npoherio/

電子メール herio＠joy.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり（街かどデイハウス）、子どもの育成

会費 年額　2,000円

会員 個人（　220　人）

活動地域 高槻市内（主に第九中学校区）

メッセージ
・高齢者居場所の為の寄ってこサークルのご利用紹介
・配食サービス、生活援助のご利用紹介

団体名 特定非営利活動法人　きらきら星

代表者 宇田　とよ子

連絡先住所 〒569-0031　高槻市大冠町二丁目45-3

電話 072-661-3408

ファクス 072-661-3408

ホームページ 無し

電子メール yuyan2009@live.jp

主な活動分野 保健福祉、地域安全（配食サービス）

会費 無し

会員 個人（150人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

～地域でいつまでも元気で暮らせますように～
●手作りでからだにやさしいバランスの取れたおいしい家庭の味をお届けします。
●加工済冷凍食品や添加物などは使用しておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　△メニューは日替わり
△うす味、アレルギー対応など個別相談に応じます。
△ご飯はやわらかさ調節可能（おかゆ不可）　
☆その他、何でもお気軽にご相談ください！
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　きらら

代表者 松永　美保子

連絡先住所 〒569-1051　高槻市原1109

電話 072-688-0842

ファクス 072-688-0881

ホームページ http://park12.wakwak.com/~npokilala/

電子メール npokilala@gmail.com

主な活動分野
保健福祉（高齢者問題）、学術スポーツ、環境保全、地域安全、 人権平和、子どもの育
成、経済活動、団体活動支援

会費 無し

会員 団体（　5　団体）、　個人（　300　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　『街かどデイハウス』やグループホーム、デイサービス、ケアプラン事業を行っています。
職員だけでなくボランティアの方々、又地域の人々の協力を得て、利用者も働く人も、きら
らに集う人、そして地域の皆さんの幸福つくりに励んでいます。

団体名 起立性調節障害カラフル

代表者 平野　直美

連絡先住所 〒569-0052　高槻市城東町15-3-205

電話 090-8480-1044

ファクス 072-609-0313

ホームページ https://od-colorful.jimdofree.com/

電子メール od-colorful@outlook.com

主な活動分野 保健福祉、まちづくり、人権平和、子どもの育成

会費 無し

会員 個人（　　3　　人）

活動地域

メッセージ

　わが子が起立性調節障害を発症した頃は、学校の先生方はこの病名を知りませんでし
た。また、身近にもこの病気を持つ人がおらず、理解してくれる人がいませんでした。当時
は府内に親の会がなかったため、近隣県の親の会へ通っていました。その時に同じ病気
の子どもを持つ親御さんと話したときの安堵感は今も忘れられません。この病気はサブタ
イプも重症度もあるため、同じ病名でもお子様のしんどさは一人一人違いますが、気持ち
は共感できる事が多くあります。
　他の人はどうしているのだろう？不安に感じている事やイライラする気持ちなど話に来ら
れませんか？
　また、元当事者の方や教育関係者の方の参加もお待ちしています。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人 こころのケアネットワークＩＮおおさか

代表者 黒田　愛子

連絡先住所 〒569-0825　高槻市栄町2-7-16

電話 072-609-0313

ファクス 072-609-0313

ホームページ http://cococarenet.com

電子メール cococarenet@gmail.com

主な活動分野 保健福祉、社会教育、男女参画、子どもの育成、団体活動支援

会費 無し

会員 個人（　11　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　日常生活の中で生きづらさを抱え、心に不安や迷いを感じている相談者に寄り添い、相
談者の話を傾聴しつつ対話によって心を癒しその人自身が自ら前向きに生きていくため
の心の支援を行います。
　また、必要に応じて家族、学校、地域などその人を取り巻く社会的ネットワークを整える
支援を行います。
　活動の特徴は、相談者が希望される場所に訪問し、相談者の話に耳を傾けて一緒に考
える「訪問型支援活動」です。

団体名 自助具製作ボランティアグループ「わかば」

代表者 高木　宣明

連絡先住所 〒567-0855　茨木市新和町17-22

電話 072-635-1358

ファクス 072-646-8899

ホームページ

電子メール

主な活動分野 保健福祉

会費 年額　500円

会員 個人（　11　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　障がい者や高齢者など体の不自由な方々の日常動作をより便利に、より容易にできる
ように工夫された自助具（自らを助ける道具）の製作、改良及び新しい道具の開発を通
して社会福祉に貢献する事を目的に活動しています。また自助具の広報活動として福祉
イベントに参加して自助具の展示や製作体験講座などの実施、さらに福祉関連学生対象
の自助具製作講座のお手伝いもしています。自助具を必要とされる方、「わかば」に参加
希望の方、ぜひご連絡ください。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 自閉症の人のバリアフリーを考える親の会　はぐくみ

代表者 石津　かおり

連絡先住所 〒569-0075　高槻市城内町1-11　ゆうあいセンター内

電話 080-4768-8993

ファクス

ホームページ http//blog.goo.ne.jp/hagukumi-03

電子メール hagukumi-03@mail.goo.ne.jp

主な活動分野 保健福祉

会費 年額　6,000円

会員 個人（　35　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　自閉症及びその周辺の発達障がいを持つ子どもの親の会です。
　子ども達の持つ特性を理解し支援方法を学びながら、一人一人に合った実践をとおし
て子ども達の自立を目指していきたいと考え、活動しています。
　また、他団体と実行委員会を構成して毎年4月2日に「世界自閉症啓発デー」のイベン
トを高槻市で開催しています。
　大阪府ペアレントメンター養成研修を受講した会員も多く、市外へも活動の場をひろげ
ています。

団体名 社会福祉法人　照治福祉会

代表者 大谷　智光

連絡先住所 〒569-1042　高槻市南平台５－６８－９

電話 072-697-2888

ファクス 072-697-2877

ホームページ http://shojifukushikai.jp/

電子メール akcdu001@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり、災害救援、地域安全、人権平和、子どもの育成

会費

会員

活動地域

メッセージ

　私たちは地域の主たる社会福祉事業の担い手として、積極的に公益的事業の開拓を進
め、人と自然にやさしいまちづくりに資する活動を展開しています。社会福祉事業から派
生した関連分野にも、ひろく横断的に事業を拡大していく過程で、市民のみなさんの多
様なニーズを受け止め、既存の制度やサービスが届かない部分に焦点を当てて取り組
んでまいります。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 シルバーアドバイザー高槻

代表者 赤座　芳枝

連絡先住所 〒569-0061　高槻市高西町２５－３

電話 072-672-3121

ファクス 072-672-3121

ホームページ http://takatukiblog.blog112.fc2.com/

電子メール

主な活動分野 保健福祉、学術スポーツ、子どもの育成、男女参画

会費 年額　1,200円

会員 団体（　1　団体）、個人（　60　人）

活動地域 高槻市内及び市外（島本町）

メッセージ
　各自の特技や関心のある分野で、個人や仲間と共に、助け合い、情報交換等をしつつ、
学び、スキルをアップしてます。　何も出来なくてもやる気があれば、1から学べます。そし
て、それらを活かしてイベント、小学校、施設などを訪問してます。

団体名 すこやかサロン

代表者 峯森　好美

連絡先住所 〒618-0002　島本町東大寺二丁目10-2

電話 075-962-5856

ファクス 075-962-5856

ホームページ

電子メール yo5shi01@yahoo.co.jp

主な活動分野 保健福祉、まちづくり

会費 無し

会員 個人（　8　人）

活動地域 高槻市内

メッセージ

　今後もさらに高齢者や認知症の方が増加すると推測されております。身近なところでお
顔なじみの方と触れ合えるサロンが求められており今後も拡がることを期待しておりま
す。「カフェにこにこ」においては、専門職が相談に対応しており、行政や地域包括支援セ
ンターのサポートがあります。認知症サポーター養成講座を終了しオレンジリングをお持
ちの方や興味のある方はぜひサポーターとして一緒に活動しませんか？お待ちしておりま
す。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 そこｉ工房

代表者 大矢　明香里

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ ｈｔｔｐｓ：//instagram.com/sokoi machi aey?igshid=YmMyMTA2M2Y=

電子メール

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり、子どもの育成

会費

会員 団体（　1　団体）、個人（　４　人）

活動地域 高槻市内

メッセージ

　高槻市に住む医学生4人が理想のまちづくりを探求していく団体「そこi工房」を2022
年4月に設立しました！「そこi工房」はまちの中で医療にもっと身近な存在にすることを
目的に活動します！他の団体さんのお力を借りながら、病院から一歩出た、理想のまちを
模索していきたいと考えています！医学心理学をベースとした、ゆったりと自分の考えを
模索できる「哲学カフェ」を実施してきました！ちょこっと医学知識のある私たちに皆さん
が抱える悩みを相談してみませんか？

団体名 一般社団法人　タウンスペースＷＡＫＷＡＫ

代表者 岡本　茂

連絡先住所 〒569-0814　高槻市富田町二丁目13-8　ハイツ白菊1Ｆ

電話 072-693-9005

ファクス 072-693-9005

ホームページ http://wak2.jimdofree.com

電子メール jinken@ba.wakwak.com

主な活動分野 保健福祉、まちづくり、人権平和、子どもの育成、団体活動支援

会費 年額　正会員：団体1万円・個人5千円

会員 団体（ 7 団体）、　個人（ 105人）

活動地域 高槻市全域（主に第四中学校区）

メッセージ

　すべての人に居場所と出番がある社会、すべての人がSOSを発信でき、互いに支え支
えられる社会、新しい公共としての住民主体による「自立」「参加」「協働」による地域の
再生と互いに絆を結びあえるつながりの地域社会ー社会的包摂のまちづくりーをめざし
ています。
　　富田エリアを中心に各事業ごとに100名を超える多様なボランティアの皆さんによっ
て支えれているのが特徴です。ご興味・関心のある方はWAKWAKのホームページもご
覧の上、まずはメールorTELでご連絡ください。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　高槻の高齢社会をよくする会

代表者 吉原　曉子

連絡先住所 〒569-1147　高槻市土室町36-5　つどいの家はむろ

電話 072-696-8420

ファクス 072-696-8439

ホームページ http://www.hamuro.org

電子メール hamuro@alpha.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉（街かどデイハウス兼介護事業）

会費 年額　1,000円

会員 個人（　230　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　法人理念「老いても障がいを持っても住み慣れた街で最後まで過ごせるため、必要な
事業と尊厳を持って生きられる豊かな人間関係を創る」のもと地域課題に先進的に取組
んでいる。
　介護事業「つどいの家はむろ（通所、訪問、居宅介護支援）」や街かどデイハウスを実
施。会員同志の交流や互助活動、勉強会など活発に行い、講演会や演奏会など市民に
オープンにしている。また他団体と連携し、認知症を支える活動や地域カフェ等を支援す
る。

団体名 特定非営利活動法人　高槻まごころ

代表者 中村　光久

連絡先住所 〒569-0811　高槻市東五百住町二丁目32-9

電話 072-690-6198

ファクス 072-690-6197

ホームページ http://takatukimagoko.com

電子メール bcg03570@nifty.com

主な活動分野 保健福祉、まちづくり

会費 年額　2,000円

会員 個人（　150　世帯）

活動地域 高槻市全域

メッセージ
　高齢者社会の中で多世代が互いに心をかけあいながら精神面と生活面を含む高齢者
問題を課題として啓発及び在宅介護を始めとした、柔軟で幅広い支援事業を行うこと
で、高齢者自身が安心して暮らせる社会、街づくりを目的としています。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 高槻マジッククラブ

代表者 平松　雄司

連絡先住所 〒569-1142　高槻市宮田町3-37-16

電話 072-694-7347

ファクス 072-694-7347

ホームページ

電子メール hcfc22.0718.hf@gmail.com　

主な活動分野 保健福祉、まちづくり

会費 月額　1000円

会員 個人（   11　人）

活動地域

メッセージ

　クラブ創立は平成元年です。会員数は11名、50歳代〜80歳代までです。ことに平成
20年以降は老人ホーム・老人会・子供会・障がい者施設などへのボランティア活動（出
演）を積極的に展開しております。施設の皆さんから「楽しかった・ありがとう・又、来てく
ださい」と言って頂けることを活動の励みにしております。月２回の練習会は富田公民館
で行っております。現在、新規会員募集中なので是非見学会にお越しください。

団体名 高槻山歩きの会

代表者 森　勝則

連絡先住所 〒569-1127　高槻市西真上2-24-5

電話 072-682-2210

ファクス 072-682-2210

ホームページ

電子メール jaclas@nifty.com

主な活動分野 保健福祉

会費 年額　3,600円

会員 個人（　　126　　人）

活動地域

メッセージ
　山登りがお好きな方は何方でも受け入れますが、初心者は70歳までの健康な方に限り
ます。また、本会は完全電子化で運営されていますので、月々の会報、緊急連絡等は全て
電子メールで配信しますので、これに対応できない方の入会はお断りします。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 社会福祉法人　高槻ライフケア協会

代表者 河坂　昌利

連絡先住所 〒569-0806　高槻市明田町5-7

電話 072-683-4945

ファクス 072-683-4649

ホームページ http://www.tcn.zaq.ne.jp/tlca/index.htm

電子メール tlca@hs.dion.ne.jp

主な活動分野 保健福祉

会費 無し

会員 団体（　6　団体）、個人（　90　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　障がい者や高齢者など社会的ハンディのある人たちの生活支援を、非営利有償でケア
ワーカー派遣サービスで行い23年になります。
　介護保険では、訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、
居宅介護支援を行い、生涯福祉サービスに居宅介護、重度訪問介護、同行援護、生活介
護を提供しています。移動支援や日中一時支援、初任者研修等の教育研修もあります。
　ボランティア活動に関心のある方も募集しています。

団体名 特定非営利活動法人　高槻ライフケア協会

代表者 石名田　眞人

連絡先住所 〒569-1117　高槻市天神町2-29-10

電話 072-668-3486

ファクス 072-688-3487

ホームページ https://tlca.info/asunaro/senter   

電子メール tlca-asunaro@citrus.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり、人権平和、団体活動支援

会費 月額　5,000円

会員 個人（　１０　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 聴覚障害者のための防災ネットワークを考える会

代表者 藤井　敬義

連絡先住所 〒569-1124　高槻市南芥川町23-5-201

電話

ファクス 072-684-0039

ホームページ https//takadeafdisaster.wixsitecom/network

電子メール

主な活動分野
保健福祉、社会教育、まちづくり、災害救援、地域安全、人権平和、子どもの育成、情報化
社会、職業支援、団体活動支援

会費 無し

会員 団体（　10　団体）、個人（　300　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　2006年7月、高槻市聴力障害者協会、高槻手話サークルうの花、高槻難聴児親の会、
高槻筆記通訳グループ「エール」、地域手話サークル（アイウエオ・コスモス・たんぽぽ・
てのひら・にこにこ・ポレポレ）によって発足しました。防災学習会、普通救命講習、支援
マニュアル作成、エリア懇談会、防災ベスト、ポーチ制作など様々な活動を行い、災害時
に行政や地域と連携しながら、迅速な支援が出来る体制作りを目指しています。

団体名 特定非営利活動法人　つながりネットワークなかま

代表者 中川　順子

連絡先住所 〒569-0061　高槻市高西町1-1 立山荘101号室

電話 072-661-6208

ファクス 072-661-6208

ホームページ

電子メール

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり、観光振興、農山漁村振興、国際協力、男女参画、地域安全、情報化社会、
科学技術、消費者保護、団体活動支援

会費 無し

会員

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　生協活動・ホームヘルパー養成講座・ボランティア活動を通じて知りあった「なかま」た
ちが、安心食材で栄養バランスのとれた夕食弁当をお届けしている高槻市配食サービス
委託事業団体です。
　又、2014年10月より保育園あいあいひろばをOPEN。赤ちゃんからお年寄りまで（保
育・若者の就労支援・体験学習受け入れ・介護付き住宅の厨房委託業務）トータルサ
ポートしています。
　尚、特別メニューのご相談に応じます。お気軽にご相談下さい。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　とうりゃんせ

代表者 堀川　啓子

連絡先住所 〒569-1033　高槻市大蔵司一丁目8-25

電話 072-683-0622

ファクス 072-683-0622

ホームページ

電子メール

主な活動分野 保健福祉、学術スポーツ

会費

会員

活動地域 高槻市全域（主に第二、第九中学校区）

メッセージ
　当たり前に自分の住んでいるところで、生活したい・・・という思いを「かたち」にしたい
と考えています。助ける側、助けられる側の垣根をなくし、だれでもが安心してくらせるま
ちづくりを微力ながらしていきたいです。

団体名 特定非営利活動法人　なごみの家

代表者 増永　理彦

連絡先住所 〒569-0814 　高槻市富田町3-29-5

電話 072-694-6062

ファクス 072-694-6062

ホームページ

電子メール

主な活動分野 保健福祉（街かどデイハウス）

会費 年額　2,000円

会員 個人（　95　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ
　介護予防を目的として、気軽に集える憩いの場をめざしています。高槻市にお住まい
で、６５歳以上の方がご利用出来ます。介護保険をご利用の方も利用できます。市の「ま
すます元気体操」の拠点として委託を受けています。

15



保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 ＮＰＯ法人  ナルク高槻・島本

代表者 石田　長男

連絡先住所 〒569-0071　高槻市城北町一丁目1-14　太田第2ビル2F

電話 072-662-0769

ファクス 072-662-0769

ホームページ http://nalc-ts.g.dgdg.jp/

電子メール nalk-ts00@jcom.zaq.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり、学術スポーツ、環境保全、子どもの育成、団体活動支援

会費 年額　3,000円

会員 個人（ 302　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　ナルクは魅力ある「時間預託」ボランティアで超高齢化社会を乗り切るための全国ネッ
ト（外国にも拠点が有り）のNPO法人です。生きがい志向の中高齢者が結集し、助け合
いや地域貢献で社会のために役立ちたいと思っています。時間預託とは、1時間1点の
善意の交換制度です。自分の得意とすることでボランティアをして点数を貯め助けが必
要となればそれを引き出して使います。自分だけではなく配偶者、両親、介護を必要な
子、そして遠距離に居る両親にも介助利用が出来ます。同好会・サークル活動もありま
す。（現在13同好会）

団体名 ＮＰＯ法人　二十一の会

代表者 濵本　由美子

連絡先住所 〒569-0081　高槻市宮野町16-10

電話 072-655-8839

ファクス 072-684-2333

ホームページ

電子メール ４３９９ilde@jcom.zaq.ne.jp

主な活動分野 保健福祉（街かどデイハウス）

会費 200円

会員 個人（　3　人）

活動地域 高槻市内（主に第六中学校区）

メッセージ
　新型コロナウイルス感染症で家に閉じこもりの高齢者多いと思います。感染予防に気を
つけつつ、健康維持する為に体を動かして、皆と話をして健康維持を目的に活動していま
す。

16



保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　日本スローワーク協会

代表者 疋田　愼介

連絡先住所 〒569-0814　高槻市富田町一丁目13-1　ウエストビル5階

電話 072-694-3607

ファクス 072-694-3607

ホームページ http://cafe-commons.com/

電子メール info@slowwork.org

主な活動分野
保健福祉、社会教育、まちづくり、学術スポーツ、環境保全、子どもの育成、経済活動、職
業支援

会費 年額　3,000円

会員 団体（　3　団体）、個人（　14　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　就労継続支援B型を利用されたい方はお気軽にコモンズまでお電話ください。一般の
方は摂津富田駅前のカフェコモンズをお気軽にご利用ください。

団体名 認知症家族の会ハナミズキ

代表者 竹中　邦雄

連絡先住所 〒569-1051　高槻市大字原１１２番地　　高槻北地域包括支援センター内

電話 072-687-8010

ファクス

ホームページ https://www.facebook.com/PFA.Hanamizuki

電子メール bacchus5@leto.eonet.ne.jp

主な活動分野 保健福祉

会費 例会毎　100円

会員 個人（　　20　人)

活動地域

メッセージ

　２０２５年団塊の世代が７５歳のピークを迎える頃、認知症にり患する人は６５歳以上の
５人に１人と言われていますが、７０代では４人に１人、８０代では３人に１人と、年代が上
がるに連れ、その割合は上昇します。高齢で認知症の親を介護するのは大変な苦労と努
力が必要となります。そのような時、ひとりで悩むことなく、介護する人がお互いの悩みや
苦労を話し合う場を持つことで重荷を軽くすることが可能です。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 認知症を理解し地域で支える会

代表者 冨永　正夫

連絡先住所 〒569-1147　高槻市土室町36-5　つどいの家はむろ内

電話 072-696-8420　　（中越）080-6220-3986

ファクス 072-696-8439

ホームページ http://www.hamuro.org/support.html

電子メール hamuro@alpha.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、まちづくり

会費 年額　1,000円

会員 団体（　1　団体）、個人（　17　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　認知症の人とその家族を地域で支えるため地域住民・医療福祉専門職・介護職・認知
症家族・行政や関係団体とのネットワークをつくり、認知症になっても安心して暮らせる街
づくりを目指している。
　シンポジュウムや講演会、専門職や家族、市民向けの研修会と勉強会、認知症サポー
ター養成、本人と家族の情報交流・相談会などニーズに応えて積極的に実施している。
毎月の定例会や実行委員会で企画実施しているが、関心ある方は誰でも参加できる。

団体名 特定非営利活動法人　ノーマライゼーション高槻

代表者 豊田　真一

連絡先住所 〒569-0821　高槻市津之江北町8-1-102

電話 072-670-5150

ファクス 072-670-5150

ホームページ

電子メール colmena@peach.plala.or.jp

主な活動分野
保健福祉、社会教育、まちづくり、学術スポーツ、人権平和、子どもの育成、職業支援、団
体活動支援

会費 年額　5,000円　ただし会員種別により異なる

会員 団体（　1　団体）、個人（　13　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ
　ノーマライゼーション高槻は知的障がいのある方の活動の場を創設・運営することを目
的として活動しています。
　現在は作業所、学習塾、ウォールクライミング・クラブの運営を行っております。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 発達が気になる子どもと保護者のための支援室とらいさぽーと

代表者 三宅　孝子

連絡先住所 〒569-0805　高槻市上田辺町6-23　上田辺薩摩ビル301

電話

ファクス

ホームページ https://blog.goo.ne.jp/jhkcho-09305

電子メール t.s2017class@gmail.com

主な活動分野 保健福祉、子どもの育成

会費 年額　6,000円

会員 個人（　7人）

活動地域

メッセージ

　「とらいさぽーと」は発達が気になる子どもと保護者のための支援室として2017年に
設立しました。子どもたちが学校や地域で孤立することなく、各々の個性を大切に自信を
持って社会へと羽ばたいていけるよう、学習支援、体調管理支援、余暇支援などを行って
います。現在は青年期以降の居場所としての余暇活動も実施しています。

団体名 社会福祉法人　花の会

代表者 山田　義昭

連絡先住所 〒569-1042　高槻市南平台3-29-9

電話 072-692-2859

ファクス 072-693-3603

ホームページ http://www.hananokai.info/

電子メール hana-net@minis.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、社会教育、人権平和、職業支援

会費 年額　3,000円

会員 個人（　250　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　「花の会」は、地域の方々からのご支援のもと活動を続けてまいりました。現在も、バ
ザーやリサイクルショップ、グループホーム、子ども食堂など多くの場面で交流を図ってい
ます。今後も、地域の皆さまと一緒に、障害のある方が“その人らしい”生活を送ることを
めざしていきます。「一緒に何かやってみたい」という方、いつでもご連絡ください。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 パラソル

代表者 鷲頭　真澄

連絡先住所

電話

ファクス 無し

ホームページ http://www.parasol-jp.org

電子メール contact@parasol-jp.org

主な活動分野 保健福祉、子どもの育成

会費 無し

会員 個人（　　10　人）

活動地域

メッセージ

　主に、知的・発達障がい児、または発達が心配な子どもと、その保護者が抱える不安緩
和を目指して、子どもの発達支援や保護者の精神的サポート事業を行う。
　発達支援「ムーブメント教育・療法」、障がい児の子育てや、育児ストレス軽減のための
講座、子育てに関する座談会など2020年4月より、コロナ感染予防の為、対面での行
事を全面的に活動自粛中です。

団体名 特定非営利活動法人　フェルマータ

代表者 原　敏

連絡先住所 〒569-0811　高槻市東五百住町1-38-13

電話 072-661-7019

ファクス 072-661-7029

ホームページ http://npo-fermata.com    Facebook  https://www.facebook.com/npo.natura

電子メール info@npo-fermata.com

主な活動分野 保健福祉、社会教育、まちづくり、農山漁村振興、環境保全、人権平和、子どもの育成、経
済活動、職業支援、団体活動支援

会費 無し

会員 個人（　17　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　フェルマータは2001年秋、精神医療・保健福祉のフィールドで経験を積んだスタッフと
地域の中で『生きる』ことを目指す精神医療ユーザーで結成した団体です。
　音楽記号のように『そのひとなりにほどよく・・・』をモットーとし、『健康』『自立』『就
労』をテーマに掲げ、共生社会の実現に向け、歩み続けています。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 ＮＰＯ法人　福祉医療利用者ネットワークゆうゆう

代表者 去来川　裕

連絡先住所 〒569-0036　高槻市辻子二丁目28-1

電話 072-673-6055

ファクス 072-673-6054

ホームページ http://care-net.biz/27/yuuyuu7745/

電子メール yuuyuu.6055@ion.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉、まちづくり、環境保全、人権平和、国際協力、男女参画、子どもの育成

会費 年額  3,000円

会員 個人（　15　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　高齢者、障がい者の方が「地域・自宅で最後まで暮らし続ける」ためのサポート、ケアシ
ステムの構築を目標に活動しています。デイハウス、その他のボランティア活動、介護保
険事業と様々なメニューを用意し、「助け合い、支え合い」のネットワークによって目標の
実現を目指します。同じ目的を諸団体と協働して、「高齢者、障がい者が住みよい高槻市
づくり」に貢献していきたいと考えています。

団体名 ふれ愛たかつき

代表者 中井　敦士

連絡先住所 〒569-0071　高槻市城北町2-1-18　エミル高槻2階

電話 072-675-0800

ファクス 072-675-0707

ホームページ https://byus-co.com/fureaitakatsuki/

電子メール hureaitakatuki@salsa.ocn.ne.jp

主な活動分野 保健福祉

会費

会員 団体（　　1団体　）、個人（　　　5人）

活動地域

メッセージ

　障がいを持つ方々が販売、内職等の作業を通して、地域で生活していくための力を養っ
たり、就労への援助を行ったりする場所と同時に、同じ病を持つ方々と共感しながら、そ
れぞれの新たな一歩を踏み出すための事業所を目指しています。
　また全国の障がい福祉事業所で製作された自主製品等の販路を確保することにより、
制作意欲等の助長を図り、障がい者の参加や生きがい、自立を促進することを目標とし
ています。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　ほっと

代表者 地道　素子

連絡先住所 〒569-1022　高槻市日吉台三番町６ー１

電話 072-689-3421

ファクス

ホームページ http://www.eonet.ne.jp/~hotto/

電子メール npo.hotto@zeus.eonet.ne.jp

主な活動分野 保健福祉(配食サービス）

会費 年額　2,000円

会員 個人（　　30　　人）

活動地域

メッセージ

団体名 ＮＰＯ法人　ほほえみケア

代表者 竹上　恵子

連絡先住所 〒569-0854　高槻市西町18-22

電話 080-8346-5363

ファクス 072-693-3213

ホームページ

電子メール keiko.t.2525@gmail.com

主な活動分野 保健福祉、子どもの育成、社会教育、まちづくり、農山漁村振興、科学技術、団体活動支
援

会費 1,000円

会員 団体（1　団体）、個人（　26　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　少子高齢化が進む中で、①さまざまな福祉活動がますます必要とされること、②地域の
中で支えあいよりよく住んでいこうとする人に細やかなる対応や応援が今必要であると
いう思いにより、　乳幼児から高齢者まで誰もが住み慣れた土地で、いつまでも安心して
暮らしていける環境づくりを目指し、会員が持てる技術や能力を発揮し、家事支援・子育
て支援・高齢者支援等の生活支援を行なっています。
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保健、医療又は福祉の増進を図る活動

団体名 ボランティア“やまびこ”グループ

代表者 原　喜和子

連絡先住所 〒569-1141　高槻市氷室町三丁目8-7

電話 072-695-0659

ファクス 072-695-0659

ホームページ

電子メール k08031054585@gmail.com

主な活動分野 保健福祉

会費 年額　1,200円

会員 個人（　12　人）

活動地域 高槻市内(主に阿武野中学校区)

メッセージ
　昭和57年度設立。楽しく体を動かすことに重点をおき、歌とリズムの中から生きる楽し
みを自覚して頂けるように努力している。健康保持、健康の増進を目指して、老後の生活
をエンジョイするお手伝いを目指している。

団体名 もものきちょうちょ

代表者 小林　里佳

連絡先住所 〒569-0811　高槻市東五百住町一丁目１１番９号

電話 080-2503-7623

ファクス

ホームページ https://momonokichoucho.jimdofree.com/

電子メール momonokichoucho@gmail.com

主な活動分野 保健福祉、学術スポーツ、子どもの育成

会費 無し

会員 団体（　　1　　団体）、個人（　　30　　人）

活動地域

メッセージ

もものきちょうちょは気持ちの持ちようで人生は楽しくなるということを考える集まりです。
「もものきちょうちょ」の文字を並びかえると「きもちのもちよう」に変化します。ちょっとした工夫や考え方で色んなこと
ができる、色んな世界が見えることが伝われば幸いです。
き…決めるのは自分、前向きも後ろ向きも
も…問題が起きたときやしんどいときに相談できる人をつくる
ち…知恵と工夫
の…のんびりできるときはする
も…もうダメだと思うまでがんばらない
ち…チャンスはつかむ
よ…よそ(他者)と比べるのではなく自分を信じる
う…運命は気持ちの持ちようでよくなる!
気持ちの持ちようは、本当に落ち込んでいるときには作動しないこともあります。そんな時は、周りの人の出番です。
ただそばにいるだけで助かることもたくさんあります。
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社会教育の推進を図る活動

団体名 ＮＰＯ法人　大阪府北部コミュニティカレッジ

代表者 猪谷　義弘

連絡先住所 〒560-0021　豊中市本町1-3-19　長尾第一ビル2階

電話 072-687-7462

ファクス 072-687-7462

ホームページ https://oncc.jp

電子メール sfymtc912@yahoo.co.jp

主な活動分野
社会教育、保健福祉、まちづくり、学術スポーツ、環境保全、男女参画、子どもの育成、団
体活動支援

会費 3,000円

会員 団体（　　３団体）、個人（　110人）

活動地域

メッセージ

　2022年度(2022年4月～2023年3月）の（シニアのための地域密着型大学校）受
講生募集中です。
　福祉、美術2科、音楽、ボイストレーニング、探訪2科、歴史3科、醸造、アウトドア等18
学科、オンライン3学科
　お問い合わせ：06-6151-4461

団体名 シニア１００ネット高槻

代表者 庄子　義明

連絡先住所 〒569-1042　高槻市南平台5-3-37

電話 072-693-2477

ファクス 072-693-2477

ホームページ http://senior100-takatsuki.web.fc2.com

電子メール akbhx500@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野 社会教育

会費

会員 個人（　150　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　シニア１００ネット高槻は、平成16年1月ＮＰＯ法人として設立し、中高年者が生涯現役
の気概を持ち会員相互の親睦を深め、めまぐるしく変化する社会環境に対応出来るよう
情報機器等の操作習得を支援し、脳の活性化するための部会活動を実施しているが、平
成25年5月1日付でＮＰＯ法人を退会し、現在任意団体として活動している。部会にはハ
イキング部会、歴史ハイキング部会、ゴルフ部会、囲碁部会、マジック部会、詩吟部会、男
の料理、野菜作り、パソコン部会がある。
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社会教育の推進を図る活動

団体名 相聞茶堂

代表者 松岡　弘子

連絡先住所 〒569-1029　高槻市安岡寺町3-10-17

電話 072-688-3654

ファクス 072-688-3654

ホームページ

電子メール soumon.enza@gmail.com

主な活動分野 社会教育、学術スポーツ

会費 年額　1,000円

会員

活動地域

メッセージ

団体名 ＮＰＯ法人　たかつき市民カレッジ

代表者 馬渕　晴彦

連絡先住所 〒569-1021　高槻市弥生が丘町43-17

電話 072-689-3674

ファクス 072-689-3674

ホームページ https://tsc2020.com

電子メール h-mabuchi@office.zaq.jp

主な活動分野 社会教育、保健福祉、まちづくり、学術スポーツ、男女共同参画、子どもの育成

会費 年額　2,000円

会員

活動地域

メッセージ

　日本人の平均寿命は、男性が82歳、女性が88歳で１００歳を超えるまで生きるのも珍
しいことではなくなりました。寿命が長くなるということは「もう一つの人生」として考え、
長い老後を生き抜くための新たなライフスタイルを見直す必要があります。老いを生きる
ためにもその教育・学習が必要です。そのために我がカレッジでは、素晴らしい講座の開
催・仲間作りの場の提供をスローガンに、開校させていただきます。老いの生き方を学び
ましょう！！
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社会教育の推進を図る活動

団体名 高槻名誉市民を語り継ぐ会

代表者 馬渕　晴彦

連絡先住所 〒569-1021　高槻市弥生が丘町43-17

電話 072-689-3674

ファクス 072-689-3674

ホームページ http://takatuki-meiyo.sakura.ne.jp/index.html
電子メール  h-mabuchi@office.zaq.jp

主な活動分野 社会教育、まちづくり、学術スポーツ

会費 年額　2,000円

会員

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　沃野の幸の満つ高槻をこよなく愛するグループです。名誉市民５名の業績の啓蒙活動
を行うことで、郷土のよさを知り伝えていきたいと思っています。「わが郷土・高槻」を語り
継ぎ、文化の本質がこれ以上減らない真に生きがいのある高槻にしようではありません
か。みなさまの参加をお待ちしております。

団体名 一般社団法人　日本定年力検定協会

代表者 中山　弘恵

連絡先住所 〒651-0085　神戸市中央区八幡通4-2-18　昭和住宅・福本ビル７階

電話 078-242-5667

ファクス 078-251-2065

ホームページ https://www.teinenryoku.com/

電子メール teinenryoku@gmail.com

主な活動分野 社会教育、保健福祉

会費 無し

会員 個人（　　4人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　当協会は、これから定年を迎える市民からの「老後に必要な基礎的な知識を学ぶ機会
を作ってほしい」という声から、『定年力検定』を企画しました。検定は、年2回（1月、7
月）実施しています。生活に必要な「定年力」を身につけたいとお考えの方は、ぜひチャレ
ンジしてください。
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社会教育の推進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　ニュースタート事務局関西

代表者 髙橋　淳敏

連絡先住所 〒569-0814　高槻市富田丘町6-15

電話 072-694-3933

ファクス 072-695-6692

ホームページ http://www.ns-kansai.org/

電子メール info@newstart-kansai.org

主な活動分野
社会教育、まちづくり、学術スポーツ、災害救援、地域安全、人権平和、国際協力、男女参
画、子どもの育成、経済活動、職業支援、団体活動支援

会費 無し

会員 個人（　100　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　不登校・引きこもりの若者の支援。対人恐怖や人間不信などで社会的に孤立している
状態にある若者が、社会や人との関わりをもちながら地域社会を担うまでを支援してい
ます。経済の偏重からくる雇用状況の悪化など、社会参加できないのはその若者だけの
責任ではありません。当事者を訪ねる訪問活動、人が集う場づくり、生活を作っていく共
同生活寮、仕事作りを主とする就労支援をしています。「家族をひらく」が私たちの活動
のコンセプトです。
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まちづくりの推進を図る活動

団体名 一般社団法人　Ａnimal Protect

代表者 田村　慎介

連絡先住所 〒569-0802　高槻市北園町19-16　タムラビルⅡ ３階

電話 072-668-1122

ファクス 072-648-4571

ホームページ info@catclub-cherish

電子メール http://catclub-cherish.com/

主な活動分野 まちづくり、社会教育、子どもの育成

会費

会員 個人（　5　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

 高槻唯一の譲渡型保護猫カフェです。店内の猫たちはすべて保護猫で、家族ができる
のを待っています。お気に入りの子を家族に迎えてみませんか？これから猫を飼おうと
思ってらっしゃる方、猫とふれあいたい方、くつろぎの場がほしい方、ぜひ、お気軽に遊び
に来てください♪小学生限定サービス、猫がいる民間学童『にゃん子屋』始めました！お
気軽にお問い合わせください♪

団体名 アライブ

代表者 江畑　庄一郎

連絡先住所 〒569-0055　高槻市西冠一丁目24-1

電話 072-675-8228

ファクス 072-675-8228

ホームページ

電子メール a-ebata@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野 まちづくり、保健福祉、地域安全

会費 年額　3,000円　　入会金　5,000円

会員 個人（　14　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　介護予防を目的とした制度で、65歳以上で介護サービスを利用していない人を対象
とした日帰りサービスです。「居場所づくり」を主体として、体操、口腔ケアを実施し、認
知症予防として脳とこころと体を活性化させるプログラム「心身機能活性療法」を行っ
ています。精神面、肉体面に不安を抱えた人も少しずつ良い変化が表われています。
　「地域の人々のつながり」を創造することにより、高齢者の自立を支えていきたいと考
えています。
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まちづくりの推進を図る活動

団体名 園芸文化調査研究団

代表者 杉山　丈太郎

連絡先住所 〒569-1034　高槻市大蔵司１丁目７−４−５１０

電話 090-5892-6639

ファクス

ホームページ https://horticultural-crt.com

電子メール rgardenworks@gmail.com

主な活動分野 まちづくり、社会教育、環境保全、子どもの育成

会費 無し

会員 団体（　　1団体）、個人（　10　人）

活動地域

メッセージ
　松の剪定・庭木の剪定・伐採・草刈り・消毒・空き家の剪定等植木の作業をする、いわ
ゆる『植木屋』です。花壇作りなどの外構工事も対応可能。ご相談下さい どうぞお気軽
に。

団体名 特定非営利活動法人　ガーデニングヘルパーズ俱楽部 花と緑の救援隊

代表者 後藤　光弘

連絡先住所 〒569-0007　高槻市神内２丁目３－５　２階

電話 072-668-6618

ファクス 072-668-6618

ホームページ

電子メール npoghc@nifty.com

主な活動分野
まちづくり、保健福祉、社会教育、学術スポーツ、環境保全、子どもの育成、団体活動支
援

会費 年額　3,600円/2,400円

会員 個人（　50　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　当法人は、経験豊富な老若男女により構成されています。花と緑に囲まれた環境の下
で、よりこころ豊かで充実した日々を楽しんでいただくために、求められる時に、求めら
れる場所に赴き、迅速に、しかも安価で、誠実な志しでみなさまのご要望にお応えでき
ることに、誇りを持った非営利活動法人です。活動にご興味がございましたら、いつでも
お問い合わせください。また、お庭のお手入れもご相談ください。
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まちづくりの推進を図る活動

団体名 COCO 縁側

代表者 永窪　泰江

連絡先住所

電話 090-3621-3012

ファクス

ホームページ

電子メール ７０seikuu７７@gmail.com

主な活動分野 まちづくり、社会教育、学術スポーツ、環境保全、子どもの育成、情報化社会

会費 無し

会員 個人（　　5人）

活動地域

メッセージ

団体名
特定非営利活動法人 
信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会

代表者 板垣　優子

連絡先住所 〒569-0053　高槻市春日町15-18

電話 072-672-5578

ファクス 072-671-3110

ホームページ https://www.good-ccc.jp/

電子メール yyy@iwaiwoods.co.jp

主な活動分野 まちづくり、環境保全、地域安全

会費 無し

会員 個人（　27　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　信頼できる工務店をお探しの方へ。専門家の見解を求めたくても、どこに聞いたらいい
のかわからない事に無料でお答えします。水漏れ、雨漏り、リフォームから、耐震診断・
設計・補強工事まで　住宅に関するご相談を受け付けております。
　行政と連携をとって活動している建築士の資格を有する工務店を相談内容によりご紹
介いたします。
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まちづくりの推進を図る活動

団体名 住まいの勉強室＋古民家再生

代表者 井上　百合子

連絡先住所 〒569-0036　高槻市辻子三丁目11-4

電話 072-671-2284

ファクス 072-671-2284

ホームページ http://i-ie.org

電子メール y-ecoeco@i-ie.org

主な活動分野 まちづくり、環境保全（住環境）、職業支援

会費 無し

会員

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　●大阪産の木材を使った家作りをしています。
　●日本古民家再生協会の会員です。

団体名 ＜摂津富田＞駅北まちづくりの会

代表者 宮村　充

連絡先住所 〒569-1144　高槻市大畑町3-9　ジョイフルとんだ3F

電話 090-7888-8976

ファクス 072-693-2500

ホームページ

電子メール m.miyamura@joy_ful.info

主な活動分野 まちづくり、社会教育、人権平和、経済活動、団体活動支援

会費

会員 団体（　17団体）、個人（　125　人）

活動地域 高槻市内（主に第四中学校区）

メッセージ

　高槻市の長期総合計画での「都市拠点」は、地域交通の集まる場所で、集約的な都市
サービスを提供する場所です。
　「高槻市西部の都市拠点・富田」のターゲット、本来の主役は「高槻市西部の全ての
地区・人、駅前の移動者」です。
　地域交通の中心地が育んだ「JR駅北のまち」で駅利用者と高槻市西部一円の地域と
人の生活に便利や豊かさ、活力や人の交流を生む「地域拠点」のまちづくりに取組みま
す｡
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まちづくりの推進を図る活動

団体名 ＮＰＯ法人　たかつき市民活動ネットワーク

代表者 丸居　美樹夫

連絡先住所 〒569-0064　高槻市庄所町14-38　豊島文化１F西側

電話

ファクス

ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｘｆｒee.net.jp

電子メール tcan6095863@gmail.com　　ａｎｄ／ｏｒ　iimura920@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野 まちづくり、社会教育、情報化社会、経済活動、団体活動支援

会費
年額　正会員　（個人）3,000円 （団体）  5,000円
　　　　賛助会員（個人）2,000円　(団体)10､000円

会員 団体（　7　団体）、個人（　35　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　１個人としてのボランティア参加をも認め、市民活動の同調者をいかに増やすかも、今
後の課題とし、管理委員会として認証のもと、それなりのPRをすべきと思っている。

団体名 特定非営利活動法人　地域猫管理協会

代表者 中谷　琴代

連絡先住所 〒569-0046　高槻市登町４０－１

電話 090-8161-6109

ファクス

ホームページ site-1400641-4841-6496strikingly.com

電子メール kotora.nakayan1001@ymobile.ne.jp

主な活動分野 まちづくり、環境保全

会費

会員 個人（　　10人）

活動地域

メッセージ
　人と動物が共生共存できる街を目指し、野良猫が増えないように不妊手術推進活動
をしています。　里親探しも行います。（毎月第３土曜日に猫譲渡会開催）
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まちづくりの推進を図る活動

団体名 ヒトトキ。えほん

代表者 平家　彩理

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野 まちづくり、子どもの育成

会費

会員 個人（　　２人）

活動地域

メッセージ
　活動の様子はSNS（Instagram：hitotokiehon_heee）にてご覧ください。お問い
合わせはSNSメッセージにてご連絡ください。

団体名 ボランティアグループ槻輪（きりん）

代表者 大岡　成一

連絡先住所 〒569-0814　　高槻市富田町三丁目17-15

電話 072-695-2563

ファクス 072-695-2563

ホームページ http://web1.ibj.co.jp/∼kirin/

電子メール shigekazu@gaia.eonet.ne.jp

主な活動分野
まちづくり、観光振興、農山漁村振興、環境保全、地域安全、国際協力、情報化社会、職
業支援

会費 年額　1,000円

会員 個人（　20　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　VG槻輪（きりん）は、2004年に「高槻まちづくり塾」を受講した仲間が結成いたグ
ループです。
　１）高槻市市民公益活動サポートセンター創設時からの正会員です。
　２）自分の住んで居る“まち”を知ることが大事と言うことで始めたのが「わがまち紹
介」活動で毎月開催しています。
　３）ボランティア活動で大事な事は、会の透明性です。
　（１）会報「VG槻輪だより」を毎月発行し、高槻市全図書館で誰でも閲覧出来ます。
　（２）「VG槻輪のホームページ」を創設時から開設し活動内容を詳細に一般公表して
います。
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まちづくりの推進を図る活動

団体名 ＭＯＡ高槻健康生活ネットワーク“こすもす”

代表者 伊藤　陽規

連絡先住所 〒569-1046　高槻市塚原3丁目27-1

電話

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野 まちづくり、保健福祉、環境保全

会費 年額　300円

会員 個人（　20　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　心身ともに健康な町作りを願い
　◎料理教室（有機農法産の野菜を中心に使用し和食を主として）
　◎キッチンガーデン（土作りから始める有機農法コンパクト型）
　◎いやしの　お茶　お花
　◎健康体操
　◎統合医療に基づく岡田式健康法の実施
　◎ＭＯＡ美術館主催の児童作品展への協賛
　◎生活の中で役立ちそうなものを手作りで（ランチョンマットや箸袋や花器等）
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農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

団体名 あしたばの会

代表者 坂田　南美子

連絡先住所 〒569-0835　高槻市三島江2-12-10

電話 072-678-2105

ファクス 072-678-2105

ホームページ

電子メール

主な活動分野 農山漁村振興、環境保全

会費 年額  2,400円

会員 個人（　38　人 ）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　３０年近く続けて来た会は一度も募集した事が無いにもかかわらず、常に３０名を越える
会員数で何年も待って入っていただく方も有りました。　そんな会も高齢化が進み、時間
を気にせず集える場所の必要性を痛切に感じ自宅を開放し、場所つくりに取り組み中で
す。　メディカルハーブをじかに触れたり、季節の果物をみんなで加工したり、完全無農薬
で野菜を栽培する方法等々、土に触れながらなんでも相談しあえる場所、これからは年
齢に関係なく、老若男女、これらの事に関心の有る人が集える場所になればと思っていま
す。

団体名 原っぱらっぱ

代表者 東　美里

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ https://harappa.themedia.jp/

電子メール harappa.mtg@gmail.com

主な活動分野 農山漁村振興、子どもの育成

会費 無し

会員 個人（　　5    人）

活動地域

メッセージ
　畑仕事をしたい人はもちろん、自然の中に身を置いてのんびり過ごしたい方、土に触れ
たい方など、気軽に遊びにきてください。穴あきだったり不格好だけど、自然のエネル
ギーがたっぷり詰まった無農薬のお野菜も一度、味わいに来てください。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 阿武山音楽会

代表者 奥田　理

連絡先住所 〒569-1047　高槻市大和１丁目16-6

電話 072-693-9351

ファクス 072-693-9351

ホームページ https://www.abuyama100.net

電子メール rikukonomama@abuyama100.net

主な活動分野 学術スポーツ、まちづくり、子どもの育成

会費 年額　1,000円

会員 団体（　1  団体）、個人（　100 人）

活動地域

メッセージ

　阿武山音楽会のオーケストラ部門「あぶやまファミリーシンフォニー」は、リコーダーやピ
アニカなど身近な楽器を持って参加でき、年齢や演奏技量の制限もない「音楽のバリア
フリー」を実践しています。親子で参加している方もたくさんいます。また、子どもコーラス
部門「コールキッズあぶやま」では、仲間意識を育み、音楽を身体で感じて歌・ステップな
どの練習をし、元気で一体感のあるグループを目指しています。

団体名 特定非営利活動法人　ＳⅭ高槻

代表者 北 　助三郎

連絡先住所 〒569-0804　高槻市紺屋町1-1-215-2　グリーンプラザたかつき1号館

電話 072-690-7338

ファクス 072-690-7338

ホームページ

電子メール sctakatsuki2016@yahoo.co.jp

主な活動分野 学術スポーツ、まちづくり、子どもの育成

会費 年額　50,000

会員 個人（　　20人）

活動地域

メッセージ
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 M・Iキックボクシングスクール

代表者 笹尾　知永

連絡先住所 〒533-0014　大阪市東淀川区豊新2-10-4

電話 090-1029-2594

ファクス 06-6300-7523

ホームページ takatsuki.mikick.net

電子メール mikick201537@gmail.com

主な活動分野 学術スポーツ

会費 5,300円

会員 団体（　1  団体)、個人（　300　人）

活動地域

メッセージ

　コロナ禍でのテレワークや外出自粛など、何かと体を動かす機会も減り、運動不足と溜
まっているストレスが気になっている方も多いかと思います。そんな方は是非一度フィット
ネスキックボクシングを体験してみませんか？ミットに思いっきりパンチやキックを打ち込
むことで普段の運動不足やストレスの発散。お気軽にメールもしくはお電話にてお問合せ
下さいませ。

団体名 ＮＰＯ法人　大阪府民カレッジ高槻校

代表者 谷　泰明

連絡先住所 〒569-0854　高槻市西町29-26

電話 072-693-1102

ファクス 072-693-1102

ホームページ

電子メール yasuaki0413@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野
学術スポーツ、保健福祉、社会教育、まちづくり、観光振興、国際協力、子どもの育成、団
体活動支援

会費

会員 団体（　13 団体）、個人（ 　550　人）

活動地域

メッセージ

　少子高齢化社会の伴い、高齢者が地域で活躍する機会ができ、地域密着型のカレッジ
として高槻の歴史・文化・福祉が習得できる。受講生の健康づくり・仲間づくりが図れ、カ
レッジで学んだ「おもちゃ作り」「健康講座」等講座で大阪府シルバーアドバイザー認証
取得でき、社会参加活動・ボランティア活動できる。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 音楽サークル　ドルチェ

代表者 大宅　百合子

連絡先住所 〒569-0818　高槻市桜ヶ丘南町4-7

電話 090-5012-0096

ファクス

ホームページ

電子メール sempredolce@hotmail.co.jp

主な活動分野 学術スポーツ、保健福祉

会費 無し

会員 個人（　　5　人）

活動地域

メッセージ

団体名 かげえ劇団アクト座　昔ばなし語り部集団

代表者 安西　均鵠（昌子）

連絡先住所 〒569-1123　高槻市芥川町一丁目7-7駅前駐輪ビル４F

電話 072-683-6871（南）

ファクス 072-683-6871（南）

ホームページ http://akutoza.starfree.jp

電子メール kachu1192wan-m@docomo.ne.jp

主な活動分野 学術スポーツ、観光振興、子どもの育成

会費 月額  3,000円

会員 個人（　10　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　かげえ劇アクト座は、結成以来様々な工夫を重ねて、作品をより表現できるようにしてき
ました。日本や外国の昔ばなし、現在の話をお楽しみください。また、昔ばなし語りべの会
では、高槻とその周辺のお話を、故、宇津木秀甫の「高槻物語」を中心に語ります。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 公益社団法人　関西吟詩文化協会　邦翠会

代表者 土居　　修

連絡先住所 〒569-1115　高槻市古曽部町３丁目２３－１４

電話 072-682-0327

ファクス 072-682-0327

ホームページ

電子メール doi-osamu3@outlook.jp

主な活動分野 学術スポーツ

会費 年額　1,000円

会員 個人（　　2人）

活動地域

メッセージ

団体名 昭和明星倶楽部

代表者 飯田　照行

連絡先住所
〒569-1115　高槻市古曽部町3-5-8
〈事務所〉吹田市千里山東1-19-18ドミトリーモリ関大前2F

電話 090-8233-0056

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野 学術スポーツ、保健福祉、社会教育

会費

会員 個人　（　7　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　私達が生まれ育ち、暮らした昭和の良き時代を懐かしく想う有志が集まって大いに楽し
むクラブです。まず本クラブが長年収集してきた昭和レトロコレクションファイルを回し見
しながら語り合ったり、更に昭和の名曲「古賀メロディ」や「ひばり･春日八郎等昭和五大
演歌歌手」の歌を「ギター弾き語り」に合せて皆で合唱し過ぎし時代を大いに懐古し合
う。
　こうした事は昭和の「歩み、世相、文化」の継承が図れると共に仲間との交流や五感を
使う事で高齢者の認知症予防や遅延に効果が有ります。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 摂津響Saal

代表者 山口　美樹子

連絡先住所 〒569-1051　高槻市原104-95

電話 080-3031-4311

ファクス

ホームページ https://sites.google.com/view/settsukyosaal/home

電子メール mion09092014@yahoo.co.jp

主な活動分野
学術スポーツ、保健福祉、社会教育、まちづくり、観光振興、人権平和、国際協力、男女参
画、子どもの育成

会費

会員 個人（　1　人）

活動地域

メッセージ

　イベントを開催することで人々が集まり、地域の活性化につながる。文化芸術は人々に
楽しさ、感動、安らぎ、生きる喜びを与え、人の心を豊かにし、心の触れ合いを生み出しま
す。摂津響Saalを多くの人々にご利用いただき、常に新しいコミュニティを生み出します。
自然豊かな摂津峡で、皆さんのアイディアを頂きながらイベントを発信していきましょう。

団体名 高槻市ディスコン協会

代表者 丸本　隆士

連絡先住所 〒569-1118　高槻市奥天神町2丁目14-22

電話 072-682-1739

ファクス 072-682-1739

ホームページ

電子メール

主な活動分野 学術スポーツ、子どもの育成

会費 年額　1,000円

会員 個人（　25　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　だれでも、いつでも、すぐに、楽しめるスポーツ「ディスコン」
　主な活動内容
　1）練習会　毎月第二・四日曜日
　2）市民ディスコン大会　年一回
　3）市内13公民館稲穂塾対抗大会　年一回
　4）市内小学校での普及体験会等全身を使い、リズム、バランス、タイミングを取りなが
らの協議はストレス解消・認知症予防にもなります。子供から中高年齢者の健康維持と
体力、コミュニケイションづくりの活動を行っています。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

高槻名誉市民
を語り継ぐ会　

高槻太極拳協会

代表者 下西　幸顧

連絡先住所 〒569-0821　高槻市津之江北町18-7

電話 072-673-9733

ファクス 072-673-9733

ホームページ

電子メール

主な活動分野 学術スポーツ、まちづくり

会費 年額　1,000円

会員 個人(　60　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　太極拳は神経系統にいい働きをします。　
　骨格、筋肉、関節を鍛錬しバランス感覚も養うことが出来ます。
　体内の代謝の向上は老化を防止し、認知にも良い影響を与える。

団体名 高槻にみんなの図書館をつくる会

代表者 中野　靖子

連絡先住所 〒569-1126　高槻市殿町15-1-705

電話 072-681-3071

ファクス 072-681-3071

ホームページ

電子メール naka-sei@jd6.so-net.ne.jp

主な活動分野 学術スポーツ、社会教育

会費 年額　1,200円

会員 個人（　80　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ
　高槻市立図書館について学び、考える。市立図書館基本整備方針の速やかな実施を願
う。学校図書館の充実をもとめる。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 たかつきライブラリーフレンズ

代表者 宮島　正子

連絡先住所 〒569-1116　高槻市白梅町５－１５－１７０７

電話 072-601-5129

ファクス

ホームページ https://www.facebook.com/kibougo/

電子メール akaww837@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野
学術スポーツ、社会教育、まちづくり、農山漁村振興、人権平和、子どもの育成、情報化社
会、団体活動支援

会費

会員 個人（　  60人）

活動地域

メッセージ

　「たかつきライブラリーフレンズ（TLF）」はおとしよりから小さい子どもまでみんなが本
と触れ合える高槻を目指して活動しています。
　①本と情報がすみずみまで届くまち　　②見たい知りたいみんなの広場　
　③つながる広がる本と友だち　
　３つのスローガンです。皆さんぜひに共に楽しみませんか？

団体名 ピアーチェ

代表者 平田　雅代

連絡先住所 〒569-1033　高槻市宮之川原元町１１－２

電話 072-689-1525

ファクス

ホームページ

電子メール thiratam@nifty.com

主な活動分野 学術スポーツ

会費 無し

会員 個人（　　5　　人）

活動地域

メッセージ
　音楽は、どんな時もわたし達に寄り添ってくれます。クラシック音楽を中心とした演奏を、
様々なスタイルで多くの方々に、より安心した環境で聞いていただきたいと思っています。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　Ｆｕｎ

代表者 寺田　正治

連絡先住所 〒569-0056　高槻市城南町4丁目4-5

電話 072-672-0388

ファクス 072-672-0388

ホームページ http://nishikanfc.blog120.fc2.com/

電子メール mast445terada@hera.eonet.ne.jp

主な活動分野 学術スポーツ、子どもの育成

会費 月額　500円

会員 個人（73　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　少年サッカーチームとして活動している西大冠フットボールを通して、次代に担う子ども
たちの心身の健康を育むとともに、地域におけるスポーツ環境を整備するために参加し
ていただく方を募っています。

団体名 認定特定非営利活動法人　プール・ボランティア

代表者 岡崎　寛

連絡先住所 〒540-0034　大阪市中央区島町2-4-3-902

電話 06-4794-8299

ファクス 06-4794-8298

ホームページ http://www.pool-npo.or.jp

電子メール pv@pool-npo.or.jp

主な活動分野 学術スポーツ、保健福祉、子どもの育成

会費 500円（ボランティア会員）

会員 個人（約　500　人）

活動地域 高槻市内及び市外（主に高槻市民プール　ほか大阪府内5か所など）

メッセージ

　泳ぐ社会貢献～プール・ボランティアです。
　高槻市民プールで水泳指導できるボランティアを募集しています。
　水の中ならどんとお任せ！という方、一緒にボランティアしましょう。
　水泳指導の対象者は、自閉症児から高齢者などさまざまです。
　ボランティアの泳力にあわせて事務局がコーディネートします。
　まずは高槻市民プール 日曜日10時に見学にお越し下さい。
　観覧席から自由にご覧いただけます。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 火　串　会（ほぐしかい）

代表者 長谷川　隆

連絡先住所 〒569-1147　高槻市土室町４９－１１－１０２

電話 072-658-2390

ファクス 072-658-2390

ホームページ

電子メール yiz01775@jcom.zaq.ne.jp

主な活動分野 学術スポーツ、まちづくり

会費 句会毎材料代　500円

会員 団体（　　8　団体）、個人（　　90　人）

活動地域

メッセージ
　高濱虚子先生のホトトギス系の俳句団体です。堀恭子先生をはじめ多くのホトトギスの
俳人を輩出してきました。ホトトギスの登竜門として、基礎から勉強できます。でも勉強会
ではありません。楽しみながら俳句を学び、俳句結社ホトトギスへの道を開きます。

団体名 三好芥川城の会

代表者 田中　義行

連絡先住所 〒569-1051　高槻市原２８１

電話 090－5368－5768

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野 学術スポーツ、まちづくり、観光振興

会費 年額  1,000円

会員 個人（　90　人）

活動地域 高槻市内（主に清水小学校区）及び市外

メッセージ

　三好芥川城の会は、平成14年に発足し令和4年で20年になります。三好長慶を顕彰
し高槻の歴史に興味のある仲間の集まりです。
月1回の定例会議（世話人会）では、三好関連の情報交換やそれぞれの思いなどを話
あっています。
　令和3年5月、三好長慶座像の顕彰碑（説明板並置）を摂津峡公園桜広場に建立し、
市に寄附しましたので是非ご覧下さい。
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学術文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

団体名 民舞胡蝶（高槻教室）

代表者 胡蝶　富貴

連絡先住所 〒569-1051　高槻市大字原91-11

電話 072-688-6892

ファクス 072-688-6892

ホームページ

電子メール

主な活動分野 学術スポーツ

会費 月額　3,000円

会員 個人（　75　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　私たち「民舞　胡蝶」は、日本各地に古くから伝わる民謡、民舞をこよなく愛し、次の世
代に伝えてゆきたいと日々活動しています。
　会員は、十代の若手から昔のお嬢様までと幅広く、男性も参加しております。
　「ええやん民舞！！」と題する発表会の開催をはじめ、地域のお祭り、イベント、敬老会、老
人ホーム訪問等、色々参加しながら楽しんでおります。
　箕面が本部ですが、高槻にも支部、盆踊り教室もでき、本部共々民謡、民舞の普及や伝
承に努めております。

団体名 椋の会（むくのかい）

代表者 安西　昌子

連絡先住所 〒569-0072　高槻市京口町３－１６

電話 072-661-6786

ファクス 072-661-6786

ホームページ http://nukunokai.net

電子メール info-muku@osaka.email.ne.jp

主な活動分野 学術スポーツ、環境保全、観光振興

会費 500円

会員 個人（ 　10　人）

活動地域

メッセージ
　故宇津木秀甫　著『高槻物語』から説明していただきます。高槻とその周辺の土地の、
歴史やそれにまつわるお話を知ることにより、より深く高槻を知っていただけると思いま
す。
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環境の保全を図る活動

団体名 ＮＰＯ法人　芥川倶楽部

代表者 山本　忠雄

連絡先住所 〒569-0805　高槻市塚原1-7-4-204

電話 072-694-2348

ファクス

ホームページ http://akutagawaclub.web.fc2.com/

電子メール yamamoto@aquapia.net

主な活動分野 環境保全、社会教育、子どもの育成

会費 年額　3,000円

会員 個人（　44　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　芥川倶楽部は市内を流れる芥川を活動の拠点に、年間を通じて次の活動をしていま
す。
　　・多くの命を支える川づくり（アユなどの魚調査や魚みちづくり）
　　・楽しみ憩う（観察会や環境学習、芥川のPR）
　　・清らかな水が流れる川と安全な暮らし（特定外来生物の駆除、芥川クリーンアップ）
　市民の誇りとなる芥川を守り育むため、皆さんの参加をお待ちしています。

団体名 特定非営利活動法人　シニア自然大学校高槻支部　ネイチャーたかつき      

代表者

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野
環境保全、社会教育、まちづくり、学術スポーツ、地域安全、国際協力、子ども育成、団体
活動支援

会費 入会金　1,000円

会員 個人（　65　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　自然や生き物との触れあいの場を作り、自然環境教育の支援および、自然環境保全に
ついての提案活動のため、自然に関連した講座、観察会、自然工作、人形劇、授業支援
などを行っている。
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環境の保全を図る活動

団体名 (一社)たかつき環境市民会議

代表者 山﨑　文男

連絡先住所 〒569-0076　高槻市出丸町2-30

電話 072-675-4646

ファクス

ホームページ http://takakan-sub.2-d.jp/index.htnl

電子メール takatsukikankyo21@yahoo.co.jp

主な活動分野 環境保全、社会教育、まちづくり、子どもの育成

会費 年額　1,000円

会員 個人（　100　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　２００２年１０月、高槻市が市民・事業者に呼びかけ、①高槻ローカルアジェンダ２１の施
策、②多くの人がかかわり、活動が進む仕組みづくり、③できるところから活動に取り組
む場として「たかつき環境市民会議」が設立されました。これが、私たちの活動の始まり
です。現在、６つのグループ（水環境保全G、里山G、人にやさしい交通G、省エネ推進G、
エコ事業所G、チャレンジングG）などで活動しています。環境に興味のある方、一緒に活
動しませんか。

団体名 高槻里山ネットワーク

代表者 坂本　邦夫

連絡先住所 〒569-0814 　高槻市富田町4丁目８－３－４

電話 072-668-7145

ファクス 072-668-7145

ホームページ https://takatukisatoyama.sakura.ne.jp

電子メール y-nakano＠rose.plala.or.jp

主な活動分野 環境保全、子どもの育成

会費 年額　2,500円

会員 個人（　71　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　「森林と人との共生林」づくりを旨として、市内近郊のフィールドで、森を守り育てる活動
に汗を流し、子どもの里山体験学習開催及び行政とも連携して各種イベントに参加して
います。拠点は市内国有林「高槻楊梅山ふれあいの森」の憩いの場や散策路等の整備、
市内小学生の体験入山支援・ＮＥＸＣＯ西日本所有の上牧竹林の整備、小学生家族対象
のタケノコ堀り教室・梶原一乗寺竹林の整備、地域の園児対象のタケノコ堀り教室。その
他に、椎茸栽培・炭窯で竹炭作り・山野草園造り・女子会が中心の草木染作品づくりな
どをしています。活動内容の詳細はホームページに掲載しています。
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環境の保全を図る活動

団体名 日本熊森協会　北大阪地区高槻

代表者 平尾　豊

連絡先住所 〒569-1029　高槻市安岡寺町1-64-9

電話 072-689-2025

ファクス 072-689-2025

ホームページ http://kumamori.org

電子メール hirao@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野 環境保全

会費 年額　正会員 6,000円　応援会員 1,000円以上

会員

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　豊かな森を残し、全生物と共存しなければ人間も生き残れない（現代生物学が出した
結論です。）私達はクマと森をシンボルとして、多様な動物・植物が人と共生できる豊か
な森の保全・復元のために活動している実践自然保護団体です。森林に入り、間伐・植
林等のフィールド活動や小学校等で環境教育、各地の環境イベントに参加して広報活動
を行っています。自然や動物を愛する人、子や孫に豊かな自然を残したい人・・・一緒に
活動しましょう。

団体名 花と緑のまちづくり高槻景観園芸クラブ

代表者 小林　美代子

連絡先住所 〒569-1118高槻市奥天神町２－１９－２１

電話 072-682-6134

ファクス 072-682-6134

ホームページ

電子メール

主な活動分野 環境保全、まちづくり

会費 年額　1,000円

会員 個人（    50　　人）

活動地域

メッセージ
　"私達のまちは、わたくしたちで”美しく心なごむ緑豊かなまちにするために、ぜひご参
加下さい。気がつけば仲間に恵まれ健康な心と体が出来て、老後との思いは皆さんには
ありません。心と体のリハビリにはピッタリの作業です。
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環境の保全を図る活動

団体名 ほのぼのフレンズパーク

代表者 天野　重幸

連絡先住所 〒569-1029　高槻市安岡寺町4-40-4

電話 072-688-3033

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野 環境保全、保健福祉、社会教育、農山漁村振興

会費 年額　6,000円

会員 個人（   47　人）

活動地域 高槻市内（主に九中校区）

メッセージ

　街から15分の里山の風景を残す場所にある。オーナーさんの土地提供の恵みを受け
る。自分達の農園と介護施設、養護施設の人々の野菜作りの場所がある。農園・泥作・竹
和の会の三グループが独自の活動を行う。共通の労働は林道掃除と簡易トイレの清掃。
　泥作は陶芸、竹和の会は竹炭製造とため池付近の環境整備、農園グループは野菜づく
りのお手伝い。ボランティアをしながら高齢者の居場所づくり、誰でも利用できる癒しの
公園づくりをめざします。

団体名 本山寺自然環境保全地域を考える協議会

代表者 百済　寂仁

連絡先住所 〒530-0041　大阪市北区天神橋1-9-13ハイム天神橋203

電話 06-6242-8720

ファクス 06-6881-8103

ホームページ http://www.nature.or.jp/action/honzanji/

電子メール office@nature.or.jp

主な活動分野 環境保全、社会教育

会費 無し

会員 個人（　20　人）

活動地域 高槻市内（主に原地区）

メッセージ
　ポンポン山の中腹に位置する本山寺、この自然環境保全地域の現状「貴重な森林が消
失の危機に直面していること」を市民の皆さんに広く知って頂き、何が出来るかをともに
考えたいことです。ハイキングがてらお気軽にご参加ください。
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環境の保全を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　緑からのメッセージ

代表者 池本　英爾

連絡先住所 〒569-0822　高槻市津之江町1-57-11　㈱ロイヤルプランニング内

電話 072-676-4350

ファクス 072-676-4359

ホームページ

電子メール midori@royal-p.co.jp

主な活動分野 環境保全、まちづくり、農山漁村振興、学術スポーツ、職業支援、団体活動支援

会費 月額　500円

会員 個人（　30　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　私たちは、環境対策に関する事業を通じてまちづくりの推進と、環境の保全、次世代の
暮らし良い社会の実現に寄与します。
　1. 緑化推進ボランティア及びリーダーの育成
　2. 緑化に関する相談、支援
　3. 廃棄物の再利用システムの構築
　4. 造園設計、園芸のコンサルタント事業
　5. 環境対策に関する製品の紹介
　6. 緑化に関する広報活動支援
　7. アスベスト対策及び処理

団体名 特定非営利活動法人　森のプラットフォーム高槻

代表者 小柿　正武

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ http://moripla.verse.jp

電子メール

主な活動分野 環境保全、社会教育

会費 年額　3,000円

会員 個人（　150　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　高槻市は森林面積が市域の約４０％を占め、大阪府下３番目の森林を有する緑豊かな
市です。森林により種々の恩恵を受けている市民が森林の保全に対するボランティア活
動をするために「森のプラットフォーム高槻」が設立されました。森林の保全活動には森
林所有者の信頼と一定の知識が必要なことから「市民林業士養成講座」の修了者が加
入することができます。
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災害救援活動

団体名 阿武山防災研究所

代表者 菊池　康司

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野 災害救援、地域安全、子どもの育成

会費 3,000円

会員 個人（　　15人　）

活動地域

メッセージ

団体名 一般社団法人　大阪IJ

代表者 岸田　洋平

連絡先住所 〒553-0003　大阪市福島区福島６－４－１１ラミービル

電話 080-1492-0119

ファクス 072-689-9369

ホームページ https://www.osaka-ij.com

電子メール youhei-k0119@docomo.ne.jp

主な活動分野 災害救援、保健福祉、社会教育、まちづくり、地域安全、子どもの育成

会費 無し

会員 個人（　　5　人）

活動地域

メッセージ

　「大阪IJ」は、消防、医師、看護師、薬剤師のネットワークを活用し、小学生から大人（教
職員・地域団体・企業向け）まで心肺蘇生法やAEDの使用方法についての指導や、現場
で想定される事故事例をリアルに再現した訓練を行っています。また、自治会、学校、企
業の防災訓練に協力し、AEDの体験コーナーの設置や、講演を実施します。SDGS（関
西プラットフォームに加入）への取り組みとして、2025年までに正しい胸骨圧迫心臓
マッサージやAEDの取り扱いができる人を10,000人つくる、「10,000人project！」
に挑戦しています。
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災害救援活動

団体名 災害避難者の人権ネットワーク

代表者 寺本　和泉

連絡先住所 〒569-1112　高槻市別所本町17-5-333

電話 072-682-7317

ファクス 072-682-7317

ホームページ

電子メール tarojii70suzume@gmail.com

主な活動分野 災害救援、保健福祉、社会教育、まちづくり、地域安全、人権平和、男女参画

会費

会員 個人（　30　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　「ホッとネットおおさか」（大阪府下避難者支援団体等連絡協議会）加入団体です。会
のメイリング・リストで学習機会情報や出版情報を共有しています。各種の集会で書籍の
非営利販売、資料配布、高槻市防災会議への意見提出、傍聴なども行なっています。今
後は公共及び民間の団体、個人との協力により「防災と人権」などをテーマに学習、教
育、避難者支援などにとりくむ予定です。
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地域安全活動

団体名 学生団体　ＫＵＭＣ

代表者

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ

電子メール

主な活動分野 地域安全、社会教育、子どもの育成

会費 年額　1,000円

会員 個人（　154　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　関西大学学生団体ＫＵＭＣは「防災啓発」と「ボランティア活動による地域貢献」の2つ
を軸に様々な活動を行っています。小学生への防災の出前授業の実施や、防災関連のイ
ベントへの参加、簡単に作れる防災グッズ作りなどを通して楽しく防災を発信していま
す。また、活動の中心となっている高槻市のイベント（例：高槻まつりなど）にボランティア
として参加し、「学生の視点」から地域活性化に取り組んでいます。

団体名 ＮＰＯ法人　高槻技術協会

代表者 根来　道徳

連絡先住所 〒569-0001　高槻市淀の原町70番9号　福山様方

電話 072-660-5781

ファクス 072-660-5781

ホームページ

電子メール takatsuki-gikyo@tta.name

主な活動分野 地域安全、まちづくり、環境保全、災害救援

会費 年額　3,000円

会員 個人（　　　12人）

活動地域

メッセージ
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人権の擁護又は平和の推進を図る活動

団体名 ＣＡＰみしま・大阪

代表者 名島　由紀子

連絡先住所 〒569-1124　高槻市南芥川町8-1-317

電話 072-681-6866

ファクス 072-681-6866

ホームページ http：//capmisima.jimbo.com/

電子メール cap-mishima-osaka@y7.dion.ne.jp

主な活動分野 人権平和、社会教育、地域安全、男女参画、子どもの育成

会費 年額　10,000円

会員 団体（　1団体）、個人（　13 人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　いま子どもたちは、安心して、自信を持って、自由に、そして自分らしく生きているので
しょうか？CAP（子どもへの暴力防止プログラム）は子どもがさまざまな暴力から自分を
守るための人権教育プログラムです。暴力防止のためには、子ども自身に防止教育を行
うことと同時に、おとなの方の理解と協力が不可欠です。おとなの方々には子どもの人権
意識を高めるエンパワメントな関わりや話を聴くことの大切さを伝えています。

団体名 ＮＰＯ法人　権利擁護たかつき

代表者 板垣　善雄

連絡先住所 〒569-0805　高槻市上田辺町3-29

電話 072-686-3400

ファクス 072-686-4100

ホームページ https://tktk-npo.or.jp/

電子メール ｈｒｐ-info＠tktk-npo.or.jp

主な活動分野 人権平和、保健福祉

会費 年額　3,000円

会員 個人（　31　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　複雑で高度化する社会情勢の中で、様々な障がいのある方、高齢者の方々が安心でか
つ安定して地域で暮らしていけるよう、権利擁護の枠組みである成年後見制度を活用し
た支援を展開しています。家庭裁判所への申立て手続きの援助、後見人を法人として受
任し、複数の専門家によるアプローチという他では見られない方法により、包括的な支援
を行っています。様々な社会問題、個人の抱える課題、問題に対して法人後見人として取
り組んでいます。
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人権の擁護又は平和の推進を図る活動

団体名 ビッグイシュー高槻

代表者 吉田　耕一

連絡先住所 〒530-0003　大阪市北区堂島2-3-2　堂北ビル401

電話 06-6344-2260

ファクス

ホームページ http://bigissue.jp/

電子メール hanbai@bigissue.jp

主な活動分野 人権平和、職業支援

会費 無し

会員

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　ビッグイシューとは、ホームレス状態の人に、チャリティーではなく、雑誌『ビッグイシュー
日本版』を路上で販売するという「仕事」を提供し、自立を応援する活動です。当団体はＪ
Ｒ高槻駅南側のエスカレーター下で販売している販売者さんを囲み、定期的に読者会を
開いています。読者会では読者同士の交流をはじめ、なかなか普段話しにくい社会や世
の中のことなどを話しあえる場になっています。ご興味があればぜひ一度参加してみて下
さい。

団体名 RAFIQ（在日難民との共生ネットワーク）

代表者 田中　惠子・上林　惠理子

連絡先住所 〒532-0002　大阪市淀川区東三国4丁目9-13　なんみんハウス

電話 06-6335-4440

ファクス 06-6335-4440

ホームページ http://rafiq.jp/

電子メール rafiqtomodati@yahoo.co.jp

主な活動分野 人権平和、保健福祉、社会教育、まちづくり、国際協力

会費 3,000円

会員 個人（　　　88人）

活動地域

メッセージ

　世界の難民は2021年8000万人を超えました。加えてウクライナ難民も増大していま
す。日本は1981年に「難民条約」に加盟し難民の保護を世界に表明しました。しかし、
認定いたのは年間50名以下（2021年47名）です。迫害や紛争から逃れてきた難民は
この日本にもたくさん住んでいます。あなたの近くの難民に手を差し伸べてください。
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国際協力の活動

団体名 公益社団法人　アジア協会アジア友の会（JAFS高槻）

代表者 伊藤　エリサ

連絡先住所 〒550-0002　大阪市西区江戸堀1‐2‐14肥後橋官報ビル5階

電話 06‐6444‐0587

ファクス

ホームページ https://jafs.or.jp/index.html

電子メール

主な活動分野 国際協力、保健福祉、社会教育、学術スポーツ、環境保全、子どもの育成

会費 年額　12,000円

会員 個人（　2,000　人）

活動地域

メッセージ

　JAFS高槻は、大阪市に本部を置くアジア協会アジア友の会の高槻を中心とした会員
が集まり、チャリティーイベントを開催し、その収益で国際協力を行っています。アジア協
会の海外プロジェクトの勉強会や、アジアの留学生等との交流会や、チャリティーウオー
ク、地域の学術施設訪問など多岐に渡った活動を行っています。どなたでも参加できま
す。一緒に活動してみませんか？

団体名 異文化を楽しむ会　うさかめ

代表者 西村　光弘

連絡先住所 〒569-0085　高槻市南松原町11-16-406

電話 080-3818-5551

ファクス

ホームページ

電子メール usakame@mx5.canvas.ne.jp

主な活動分野 国際協力、学術スポーツ、男女参画

会費 900円

会員 個人（　68人）

活動地域

メッセージ
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国際協力の活動

団体名 海外協力グループ“クスクス”

代表者 森　勝則

連絡先住所 〒569-1127　高槻市西真上2-24-5

電話 072-682-2210

ファクス 072-682-2210

ホームページ http://www.cuscus.sakura.ne.jp

電子メール jaclas@nifty.com

主な活動分野 国際協力、学術スポーツ

会費 年額　1,500円

会員 団体（　3団体）、個人（　99　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　近年の少子高齢化に伴って生産人口が減少し、中小企業や介護福祉の現場では人不
足が深刻な社会問題となっている。その人手不足を補う手段として発展途上国から外国
人の流入が増加しているが、彼らを生活面で支援する体制が整っていない。最大の問題
は日本語の特異性にあると思われる。今後、日本に定住する外国人に日本語を覚えてい
ただくことが、私たちが生き残るために重要な課題であると考える。

団体名 ＮＰＯ法人　学習創造フォーラム

代表者 久保田　賢一

連絡先住所 〒569-1133　高槻市川西町2-24-1

電話 072-628-3830

ファクス

ホームページ http://npo-filc.org/

電子メール contact@npo-filc.org

主な活動分野 国際協力、社会教育、子どもの育成、情報化社会

会費 無し

会員 団体（　1団体）、個人（　　15　　人）

活動地域

メッセージ

　2020年より高槻市川西町にLiNK-HOUSEという活動拠点をオープンしました。独居
老人向け料理教室や高齢者向けスマホ教室、国際交流イベント等を不定期で開催してき
ました。2022年度より月に2回のオープンハウスと称して、子どもの居場所作り事業も
開始。年齢や分野にとらわれず、一人一人が「やりたいこと」を実現できるための仕組み
を作りたいと思っています。さまざまな形でのご利用、関わりをお待ちしております。
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国際協力の活動

団体名 connection（コネクション）

代表者 中川　美咲

連絡先住所 〒569-0025　高槻市藤の里町12－19

電話 080-2463-1118

ファクス

ホームページ

電子メール n.misaki1118@gmail.com

主な活動分野 国際協力、保健福祉、人権平和

会費 無し

会員 個人（　　16 人　）

活動地域  

メッセージ
　外国の方に日本語が上達できるよう、オンラインでの指導を実施します。多様な考え、価
値観を持っている人との繋がりを大切にし、多文化共生を目的としています。よろしくお願
いいたします。

団体名 高槻市日中友好協会

代表者 浮田　政治

連絡先住所 〒569-0071　高槻市城北町1-14-6　荒木ビル２F

電話 072-661-5561

ファクス 072-661-5561

ホームページ

電子メール ukitamakal@ybb.ne.jp

主な活動分野 国際協力、学術スポーツ、人権平和

会費 年額　6,000円

会員 個人（　　47　　人）

活動地域

メッセージ
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国際協力の活動

団体名 多文化共生サロン高槻

代表者 松井　浩

連絡先住所 〒569-0088　高槻市天王町14-23

電話 072-675-5244

ファクス 072-675-5244

ホームページ https://tabunkatakatsuki.jimdofree.com

電子メール pnf1917ntn@nike.eonet.ne.jp

主な活動分野
国際協力、保健福祉、社会教育、まちづくり、観光振興、学術スポーツ、人権平和、子ども
の育成、職業支援

会費 年額　1,000円

会員 団体（　1団体）、個人（　14　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　多文化共生サロン高槻は、市内に在住する外国の方々が相互理解のもと安心して生活
し行動できるまちをつくるため、日本語の学習指導や中小校での授業協力等の教育支
援、医療機関受診、行政諸手続き、就労等の通訳やトラブル解決などの生活支援、相互
理解促進のための異文化理解講座開設等を行っています。流暢でなくても、コミュニケー
ションが出来る程度でも、いずれかの外国語が出来る日本方、日本語ができる外国の方
御一緒に活動しましょう。

団体名 日本語ネットワーク

代表者 中山　道子

連絡先住所 〒569-1121　高槻市真上町4-15-12

電話 072-682-2096

ファクス

ホームページ https://nihongomakami.jimdofree.com/

電子メール nihongomakami@yahoo.co.jp

主な活動分野 国際協力、社会教育

会費 無し

会員 個人（　　10　　人）

活動地域

メッセージ
　主にマンツーマンで外国人に日本語を教えています。
　いつでも見学にお越しください。
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国際協力の活動

団体名 バーン・パニダー

代表者 三阪　パニダー

連絡先住所 〒569-0817　高槻市桜ヶ丘北町3-13

電話

ファクス

ホームページ （face book）　Baan Panida

電子メール nida510-thailand@au.com

主な活動分野 国際協力、学術スポーツ、災害救援、子どもの育成

会費 年額　500円

会員 団体（　1団体）、個人（　20　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　外国出身の人たちへの日本語の習得支援や暮らしについての相談など(主に毎週月曜
日10時～12時、クロスパル)。 
　異文化交流を通して外国人と仲良くなるプログラムも随時開催。
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男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　シーン　(ＳＥＡＮ)

代表者 小川　真知子

連絡先住所 〒569-0071　高槻市城北町1-1-14 太田第二ビル 3F

電話 072-669-7411

ファクス 072-669-7411

ホームページ http://www.npo-sean.org

電子メール station@npo-sean.org (又は、npo-sean@estate.ocn.ne.jp)

主な活動分野 男女参画、まちづくり、子どもの育成

会費 年額　正会員  6,000円、賛助会員一口　2,000円～

会員 団体(　10　団体)  　個人(  144人 )

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　1997年結成、2001年に法人格を取得。お子さんの一時預かり保育やベビーシッ
ター・家事支援などのサポートや、男女共同参画推進を軸とした啓発講座の講師請負・
人権教育出前授業（未就学児～大学生）の提供、子どもの権利を保障するための「ジェ
ンダー視点」「大人の責任」を学ぶ認定講座(GCR@SEAN認定講座）の開催、また、
「LGBT」を含めたジェンダー・セクシュアリティ等のプラットフォームの維持、及び、「ポル
ノ被害相談」「絵本調査」に取組んでいます。

団体名 高槻ジェンダー研究ネットワーク

代表者 冨田　幸子

連絡先住所 〒569-1133　高槻市川西町一丁目11-16

電話 072-681-1372

ファクス 072-681-1372

ホームページ

電子メール s-tomita@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野 男女参画

会費 年額　1,000円

会員 個人（　80　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　生活の場で「北京行動綱領」を具体化し、ジェンダー問題の解決をはかり、ジェンダー
平等の社会を実現しようと活動している、草の根市民のグループです。年に4～5回会報
を発行し、学習会の案内や活動報告をするとともに、会員相互の情報交換、交流の場を
広げています。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 ＩＦ希の会

代表者 岩倉　百合子

連絡先住所 〒569-1035　高槻市西之川原２丁目３０－１１

電話 072-688-0938

ファクス

ホームページ

電子メール yuriko0221iwakura@gmail.com

主な活動分野 子どもの育成

会費 無し

会員 個人（　　12　人）

活動地域

メッセージ
　子ども達を取り巻く有害環境（スマホ、ビデオ、図書）から守るための勉強会をしており
小学校、中学校、高等学校には、「心を育むいのちの授業」の講師を派遣致します。

団体名 特定非営利活動法人　アジア子供支援フジワーク基金

代表者 白石　純一

連絡先住所 〒569-0803　高槻市高槻町11-2　5F

電話 072-686-5751

ファクス 072-686-5752

ホームページ http://www.asia-kids.or.jp

電子メール office@asia-kids.or.jp

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、学術スポーツ、国際協力、職業支援

会費 年額　3,000円

会員 個人（　19　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　＝そだてようこどもの夢。ひらこうこどもの未来＝
　「どんな人間にも可能性がある」という理念の下に、こどもたちが社会で生かされる人
材に成長することが出来る社会環境を整えることを目指しています。
　自動養護施設・災害被災地・アジアなどの貧困地への支援活動を進めています。
　毎年、高槻市内及び近隣の児童養護施設にクリスマス訪問を、ネパールやバングラディ
シュの里子の支援も継続して行っています。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 ＮＰＯ法人　いちごいちえ

代表者 木村　将俊

連絡先住所 〒569-0826　高槻市寿町1-11-10

電話 070-8425-8413

ファクス

ホームページ www.yumeoen-ichigoichie.jp

電子メール yumeoen.ichigoichie@gmail.com

主な活動分野 子どもの育成、保健福祉、社会教育、まちづくり、学術スポーツ、地域安全、男女参画

会費 無し

会員 個人（　　　10　人）

活動地域

メッセージ
　子どもたちが安心して過ごせる居場所作りや、自分の好きな事を見つけて夢や自信を
持ち、人生を歩める活動を行っています。子どもたちの幸せは保護者の幸せであるよう
に、様々な事を話せる交流の場を作ります。

団体名 植畑子ども劇場

代表者 植畑　賀世子

連絡先住所 〒569-0055　高槻市西冠1-9-5

電話 072-671-3761

ファクス 072-671-3761

ホームページ

電子メール murasamenomurasameno@gmail.com

主な活動分野
子どもの育成、社会教育、まちづくり、観光振興、学術スポーツ、環境保全、地域安全、人
権平和

会費 無し

会員 個人（　　８　人）

活動地域

メッセージ
　子どもたちと伝承遊びや工作などの指導。街頭紙芝居を地域で年4回開催。西大冠小
学校で百人一首の指導。不登校の支援や自立支援のお手伝いをしています。こども食堂
のお手伝い。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 街頭紙芝居師　つるちゃん

代表者 鶴谷　光子

連絡先住所 〒569-1026　高槻市緑が丘1-7-11

電話 072-683-5874

ファクス 072-683-5874

ホームページ

電子メール hanairo-conpeito0625@ezweb.ne.jp

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、学術スポーツ、人権平和

会費 無し

会員

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　日本唯一の街頭紙芝居の絵元、『塩崎おとぎ紙芝居博物館』のメンバーとして、地域の
公園やイベント等で、昭和の時代に作られた原画を使って街頭紙芝居の上演を行なって
います。観客と紙芝居と演じ手の三者が相まって作り上げる時間と空間が街頭紙芝居の
醍醐味。型抜きや水あめなどの紙芝居の楽しいお菓子たちも場を盛り上げてくれます。
 あなたも昭和のノスタルジーに浸ってみませんか？

団体名 認定ＮＰＯ法人　こうのとりのゆりかごin関西

代表者 人見　滋樹

連絡先住所 〒650-0012　神戸市中央区北長狭通4‐9‐26西北神ビル6F

電話 078-391-5820

ファクス 050-3737-0650

ホームページ https://www.yurikago.site/

電子メール shige-hitomi@nike.eonet.ne.jp

主な活動分野 子どもの育成、人権平和

会費 年額　10,000円

会員 団体（　  11　団体）、個人（　　 545人）

活動地域

メッセージ

　こんな方がおられたら＊思いがけず妊娠したかも・・＊妊娠したかもしれないけど、お金
がない・・＊産婦人科を受診する勇気がない・・＊妊娠を彼に伝えたら連絡が取れなく
なった・・＊出産を彼、夫、家族から反対されている・・＊生みたいけれど育てられない・・
＊病気などで生活できるか不安・・＊まだ若いので自分で育てる自信がない・・＊妊娠し
たけど、出産したけど毎日泣いてばかり・・＊パートナーのことで相談したい・・　電話
050-3033-0705（月曜-金曜10：00～16：00、土曜17：00～21：00、日曜祝日
休み）

64



子どもの健全育成を図る活動

団体名 「子どもの文化」ネットワーク

代表者 岡崎　義子

連絡先住所
〒569-1132　高槻市清福寺町13‐6清福寺公民館内
　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人三島文化ステーション気付

電話 072-685-2224

ファクス 072-685-2224

ホームページ

電子メール mishimakodomo@sunny.ocn.ne.jp

主な活動分野 子どもの育成、学術スポーツ、保健福祉、社会教育、人権平和

会費

会員 団体（　6　団体）

活動地域 高槻市全域

メッセージ
　私たちは子ども文化に関わるいくつかの団体のゆるやかなネットワーク組織で、日常は
それぞれの団体が個別に活動をしています。今後とも子ども文化に関わって必要とされる
活動を、実行委員会を立ち上げて取り組んでいきたいと思います。

団体名 studio FREESTYLE（スタジオフリースタイル）

代表者 平野谷　雅和

連絡先住所 〒569-1123　高槻市芥川町3-10-4

電話 072-629-1721

ファクス 072-629-1721

ホームページ http://www.studio-freestyle.jp

電子メール info@studio-freestyle.jp

主な活動分野 子どもの育成、地域安全

会費

会員 個人（　　3　　人）

活動地域

メッセージ
　当団体は、子どもの居場所づくりやサポート（ボランティア）などでお手伝いします。ま
た、同事業が写真や広報製作も行ってますので、ワークショップや出前授業なども可能で
す。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　総合レクリエーション工房　チャイルドハート

代表者 平井　規仁

連絡先住所 〒569-0097　高槻市高垣町55-19

電話 090-8378-7186

ファクス 072-682-8222

ホームページ http://homepage3.nifty.com/ASOBI/

電子メール mla71481@nifty.com

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、まちづくり

会費 無し

会員 個人（　11　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　私達の団体は、主にこども対象の事業を展開している団体です。年数回の小学生キャン
プ、春と秋のJAZZストリートへの参加、こどもの福祉月間（みどりのカーニバル）への参
加、子ども会などへのレクリエーション支援などです。
　尚、ボランティアスタッフ募集中です。ご連絡下さい。

団体名 たかつきおもちゃ病院

代表者 小田　正継

連絡先住所 〒569-1145　高槻市富田丘町11-8-1004

電話 072-692-6332

ファクス

ホームページ https://takatsuki-toy.1web.jp/

電子メール oda-m_tonda@ct.em-net.ne.jp

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、環境保全

会費 500円　入会時のみ

会員 個人（　　11　人）

活動地域

メッセージ

　電気、電子、機械、木工など様々な専門分野で豊富な知識と技術を持ったボランティア
ドクターの皆さんが、お持ち込みいただいた大切なおもちゃを “一所懸命” 診断・修理い
たします。もちろん、力およばず「治療不能」でお返しすることもありますが、ほとんどの場
合は「完治」して喜んでいただいています。
　ドクターたちは、お客様が「治癒」したおもちゃを嬉しそうな様子でお受け取りになるの
を見るのが、最高の喜びと感じています。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 高槻島本人形劇連絡会

代表者 河村　和代

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ

電子メール ichamon-ponpoko1582@dream.jp

主な活動分野 子どもの育成、学術スポーツ、人権平和、団体活動支援

会費 無し

会員

活動地域

メッセージ

団体名 高槻つばめ学習会

代表者 茶山　敬子

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ takatsuki-tsubame.jimdofree.com

電子メール takatsuki.tsubame@gmail.com

主な活動分野 子どもの育成、社会教育

会費 無し

会員 団体（　1 団体）、個人（　　62 人）

活動地域

メッセージ

　●学習支援に参加することにより、教育格差の現状を知り、問題意識を持つ機会となっ
ています。教員志望者や教育に関心のある学生、社会人ボランティアの参加をお待ちして
おります。元高校教員などによる連続講座も実施しています。
　●多世代ボランティアが参加していることが特徴です。今後は、シニア世代に積極的に
運営に参加してもらい、多忙な社会人ボランティアや学生ボランティアをバックアップする
世代役割分担を目指しています。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 たかつき保養キャンプ・プロジェクト

代表者 高谷　信善

連絡先住所 〒569-0811　高槻市東五百住町3-4-17　行信教校気付

電話 080-5638-4638（松野尾）

ファクス

ホームページ

電子メール hoyou_takatuki@gmail.com

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、環境保全、災害救援、人権平和

会費 無し

会員 個人（　30　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　コロナ禍が落ち着いたら再開を目ざしています。被災地の様子も変わってきています
が、大阪と同じ、『居場所』が必要な子どもたちもたくさんいると聞いています。そうした子
どもたちにも大阪で｢ゆっくり遊ぶ｣機会をつくりたいと思っています。ぜひ、一緒に活動し
てください。詳しく知りたい方にはこれまでの報告集など差し上げます。ブログ：たかつき
保養キャンプ・プロジェクト保養キャンプで検索可。ぜひご覧ください。

団体名 ＮＰＯ法人　高槻ユースオーケストラ

代表者 高木　恒夫

連絡先住所 〒569-1044　高槻市芝谷町３３－２３

電話 072-689-0243

ファクス 072-689-0243

ホームページ https://www.takatsuki-y-01.com/

電子メール m-chizuko@gaia.eonet.ne.jp

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、学術スポーツ

会費 １回毎　3,000円

会員 団体（　　　1　団体）、個人（　　25　　人）

活動地域

メッセージ
　高槻市在住、高槻市に通勤通学の原則9歳から30歳の楽器を演奏してみたい子に、毎
週土曜松原小学校で演奏指導をしています。初心者大歓迎。音のハーモニーを経験して
ください。いつでも見学自由です。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　地域ひといき

代表者 小林　聖司

連絡先住所 〒569-0034　高槻市大塚町5-30-6

電話 072-647-8955

ファクス 072-647-8955

ホームページ https://tiiki-hitoiki.org/

電子メール tiiki-hitoiki@wakuwaku.zaq.jp

主な活動分野
子どもの育成、保健福祉、社会教育、まちづくり、地域安全、人権平和、男女参画、職業支
援

会費 年額　3,000円

会員 団体（　2 団体）、個人（　68　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　～～地域ひといきは幸福主義を始めます～～
　【地域ひといき】はいち早く資本主義から脱却し、幸福主義を開始します。そのスタート
として、法人の各種事業の利用料はほとんどを無料とします。私たちは【地域のすべての
皆様に笑顔をお届けしたい】お金以上に大切なその【想い】を皆様に届けます。

団体名 チャムきっずぱーく

代表者 小形　淳子

連絡先住所 〒569-1115　高槻市古曽部1-1-8

電話 072-685-6336

ファクス 072-685-6336

ホームページ  https://chumkidspark.wixsite.com/

電子メール chumkidspark@angel.zaq.jp

主な活動分野 子どもの育成

会費 無し

会員 個人（　20　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　どなたでも参加できる高槻市つどいの広場を開設しています。お気軽に遊びにいらして
ください。ママパパ育爺育婆の参加も歓迎！また子育てを応援したいボランティアさんや、
読み聞かせや工作などのボランティアさんなどいろいろなボランティアさん募集中。もち
ろん学生さんも歓迎。一時預かりはワンコインから。月決まりでの一時預かりではリトミッ
ク、体操、英語なども。お気軽に遊びにいらしてください。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 任意団体　つむぎ

代表者 保田　知奈美

連絡先住所 〒569-0052　高槻市城東町２−１８−２０１

電話 090-8231-9267

ファクス

ホームページ https://www.facebook.com/tsumugi.en

電子メール tsumugi.enshoku@gmail.com

主な活動分野 子どもの育成、社会教育、環境保全、人権平和　(子ども食堂）

会費 無し

会員 個人（　　　5人）

活動地域

メッセージ
　みんなで一緒にあったかいごはんをたくさん食べて、いろんな人に出会って、学んで、遊
ぼう！
食べることと学びを深めることは、最低限の権利だよ。大切に守っていこうね。

団体名 できたよできた　おべんとうの会

代表者 中村　裕子

連絡先住所

電話

ファクス

ホームページ

電子メール mycobopan@gmail.com

主な活動分野 子どもの育成、社会教育

会費 無し

会員 個人（　　5　　人）

活動地域

メッセージ

　竹下和男さんが提唱されている「子どもが作る”弁当の日”」という活動を参考に活動
を開始しました。様々なメニューを助け合いながら調理してきた中で、子どもも大人も成
長できた・やっていて良かったと思うことがたくさんあります。親子でお台所に立ち、やが
て子どもが一人でご飯を作ることができるようになれば、そして出来上がったご飯を喜び
合っていただける家庭や小さなグループがあちこちにできたらいいなと思っています。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 一般社団法人　テツナグ

代表者 若林　宏美

連絡先住所

電話 070-4232-9211

ファクス

ホームページ https://tetsunagu.jp/

電子メール info@tetsunagu.jp

主な活動分野 子どもの育成、まちづくり、職業支援、団体活動支援

会費 無し

会員 個人（　5　　人）

活動地域

メッセージ

　高槻市にお住まいの子育て世代の皆さまに向けて、「アナタの暮らしに楽しいをプラス
するソーシャルメディア：テツナグ」をHPやインスタ、FBで発信しています。また、高槻市
内の各種イベントを開催したり、女性や学生向けのキャリアコンサルティングも行っていま
す。

団体名 てとて　食のひろば

代表者 福谷　朋子

連絡先住所 〒569-1022　高槻市日吉台三番町

電話

ファクス

ホームページ

電子メール tocotoco_sanpo@yahoo.co.jp

主な活動分野 子どもの育成、まちづくり

会費 無し

会員 個人（　　7人）

活動地域

メッセージ

　地元高槻で『子どもの生きる力を育む地域力』を高めるべく『食』をテーマに選び、公
民館や自宅で子ども料理講座を開催。6月梅干し、8月スパイスカレー、9～2月お弁当、
3月味噌作りなど。
　技術習得が目的の調理実習ではなく、子ども自身の気づきを大切に五感をフルに活
用、自らの言葉で表現することを促し、自分の手で作り上げる喜びを味わえる体感型ワー
クショップが好評。
　小学生対象　参加費は都度払い　お気軽にお問合せ下さい。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　ノート

代表者 杉本　真一

連絡先住所 〒569-0061　高槻市高西町4-11

電話 072-672-5173

ファクス 072-672-5173

ホームページ http://npo-note.com

電子メール info@npo-note.com

主な活動分野 子どもの育成、まちづくり、観光振興、農山漁村振興、学術スポーツ、環境保全

会費 年額　6,000円

会員 個人（　15　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　「ノート」は、高槻市の不登校生を支援する相談員らが2003年に設立しました。不登校
生の再登校支援を目指し、家庭訪問等を展開しています。また2007年より、子どもの自
然・農業体験プログラム「わくわく探検隊」を毎月開催。参加者は延べ2,000名を超え
ています。(平成21年度食料・農業・農村白書に事例掲載）

団体名 一般社団法人　はらいふ

代表者 木脇　嶺

連絡先住所 〒569-1051　高槻市大字原91-13

電話 072-668-6440

ファクス

ホームページ https://www.halife.me/

電子メール  info@halife.me

主な活動分野 子どもの育成、保健福祉、社会教育、人権平和、男女参画

会費 年額  12,000円

会員 個人（　　4　　人）

活動地域

メッセージ

　不登校や高校中退によって社会的孤立状態にある10代のこども・若者を対象に、人と
つながることのできる居場所となりつつ、自身のペースで学習や体験を行うためのフリー
スクール活動を実施しています。
　「人のつながりの中で、誰もが自分を生きられる場所」をコンセプトとして、高槻市の原
地域にある豊かな自然に囲まれた場所でフリースクールを運営しています。空き家だった
一軒家を活用し、201８年にオープンしました。

72



子どもの健全育成を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　ファミリーサポート金の鈴

代表者 鮫島　孝子

連絡先住所 〒569-1044　高槻市上土室三丁目31-201-401

電話 072-696-6774

ファクス 072-696-6774

ホームページ （ブログ）http://blog.goo.ne.jp/kinnosuzu5-3

電子メール chocolatecake@r7.dion.ne.jp

主な活動分野
子どもの育成、社会教育、まちづくり、農山漁村振興、災害救援、地域安全、男女参画、情
報化社会、科学技術、経済活動

会費 年額　3,000円

会員 個人（　17　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　私たち、ファミリーサポート金の鈴は子どもの健やかな育ちを願い、親子への支援を目
的として活動しています。
　なかでも最も力を入れているのは保育園、幼稚園、お母さんのサークルなどを行ってい
る子どものメディア接触への啓発活動です。
　日本小児科医会が出した提言などを保護者の方々にお伝えしたいと頑張っています。

団体名 ほむすびの会

代表者 辻本　郁

連絡先住所 〒569-1022　高槻市日吉台五番町

電話

ファクス

ホームページ Facebook　「ほむすびの会」

電子メール homusubinokai@gmail.com

主な活動分野 子どもの育成

会費 無し

会員 個人（　　30　　人）

活動地域

メッセージ

　自然豊かな環境での自主保育の会。ゆたかなこころ、つよいからだ、生きる知恵を育み
たい。
　〈内容〉
　週一回（火曜日）
　⾼槻市近隣の⾥⼭、⾼槻市近隣の施設で自然活動や季節の行事などをして遊んでい
ます。
　⾼槻市を中⼼とした近隣地域の子どもたちとその保護者にご参加いただけます。
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子どもの健全育成を図る活動

団体名 ＮＰＯ法人　三島子ども文化ステーション

代表者 浜田　和代

連絡先住所 〒569-1132　高槻市清福寺町１３－６清福寺町公民館内

電話 072-685-2224

ファクス

ホームページ http://mishimakodomo.org

電子メール mishimakodomo@sunny.ocn.ne.jp

主な活動分野 子どもの育成、学術スポーツ、社会教育、まちづくり

会費 5,000円

会員

活動地域

メッセージ

　NPO法人三島こども文化ステーションは、年齢にふさわしい生の舞台鑑賞を地域の親
子に提供しています。大人も子どもも生の舞台を見て笑顔になりましょう。また、「地域で
子育てを」の理念で地域の子育て支援拠点として、子育て中の親子に寄り添った子育て
支援事業を運営しています。
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情報化社会の発展を図る活動

団体名 高槻ポッパーズ

代表者 木全　富由美（きまたふゆみ）

連絡先住所 〒569-0084　高槻市沢良木町１１－１－３０１

電話 090-9612-5718

ファクス

ホームページ

電子メール kimamanet@gmail.com

主な活動分野 情報化社会、保健福祉、社会教育

会費 年額　1000円

会員 個人（　　10　　人）

活動地域

メッセージ
　パソコンやスマホを使いこなして、元気で楽しい毎日をおくりましょう。高槻ポッパーズ
がお手伝いします。

団体名 特定非営利活動法人　高槻ボラパソ

代表者 吉田　久子

連絡先住所 〒569-0046　高槻市登町5番A35-307

電話 072-692-8287

ファクス 06-4802-0235

ホームページ http://park5.wakwak.com/～takatukiborapaso

電子メール takatukiborapaso@ar.wakwak.com

主な活動分野 情報化社会、社会教育

会費 年額　1,000円

会員 個人（　30　人）

活動地域 高槻市全域

メッセージ

　高槻市との協働事業として、すべての市民がＩＴの恩恵を受けられ、情報格差が解消で
きるようにパソコン講座・個別相談会などを開催しています。パソコンの操作指導を通じ
て市民に奉仕する正会員、当法人の活動趣旨にご賛同くださる賛助会員のご入会を常
時募っておりますので、ご参加をお待ちしております。
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情報化社会の発展を図る活動

団体名 特定非営利活動法人　フィールド

代表者 堀内　保彦

連絡先住所

電話 080-6155-8025

ファクス 072-690-2935

ホームページ http://npofield.jimdo.com/

電子メール horiuchi.yasuhiko@gmail.com

主な活動分野 情報化社会、団体活動支援

会費 年額　12,000円

会員 個人（　15　人）

活動地域

メッセージ

　私たちは、未評価・未整理状態になっている資料を安全、迅速、低コストにデジタルベー
ス化します。更にデジタル化された資料を、各分野の専門家が評価・分析して報告書や
提言書の作成もします。
　分野は問いません。資料の形態も問いません。音声・映像画像・絵画・文字資料など、
どんなものでも対象にしています。興味や関心がある人のためにセミナー、ワークショップ
なども開催しています。

団体名 特定非営利活動法人　北摂SITA

代表者 岡村　孝男

連絡先住所 〒569-1042　高槻市南平台4-40-14

電話 072-696-7961

ファクス 072-696-7961

ホームページ

電子メール okamura-t@sakura.email.ne.jp

主な活動分野 情報化社会、社会教育、子どもの育成、職業支援

会費 年額　3,000円

会員 団体（   1 団体）、個人（　14　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ

　生活の中に必要不可欠な情報端末スマホ・タブレット・パソコンの使い方、楽しみ方を
ご指導させて頂く活動している団体です。団体の会員は60歳以上のシニア世代で現役
時代パソコン等を使いこなした者がその技量を生かして社会貢献しています。個人的な
パソコン・スマホの使い方を教えて欲しい、パソコン・スマホのトラブルで困っている方、
ホームページ「北摂SITA」で検索しNPO法人北摂SITA（サイタ）のホームページから
ご連絡ください。
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消費者の保護を図る活動

団体名 お茶の間設計

代表者 今宮　潤

連絡先住所
〒569-1133　高槻市川西町一丁目4-14（本店）
                     高槻市川西町一丁目20-19（設計室）

電話 072-683-5799

ファクス 072-658-7077

ホームページ http://www.ochanoma.jp

電子メール ochanoma@tcn.zaq.ne.jp

主な活動分野 消費者保護

会費 無し

会員 個人（　　　2　人）

活動地域 高槻市内及び市外

メッセージ
　住宅相談はボランティアの一環として行っております。営業、勧誘はございませんので安
心してご相談して頂けます。
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