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豊中市内の老人福祉施設で生活している人達に、少しでも楽しんでもらい、生活に潤
いが生まれればと考え、日本舞踊中心でボランティア活動を始めた。

初動：H28

老人福祉施設への慰問事業
1

初動支援

水仙の会

豊中市内の老人福祉施設を会員の内10名程度で訪問し、日本舞踊、手品、ハーモニカ演奏、
フラダンスなどで慰問して、施設の皆さんを元気付けています。私達の来訪を心待ちしてくれる
人達に応えるべく努力を重ねています。

176,000

100,000

380,400

障がい者や高齢者の日常生活に市民感覚で寄り添いながら支援するという「市民後
100,000 見活動」を社会の大きな渦にすることにより、障がい者福祉の充実と高齢化時代での
共生社会の実現に寄与することを目的とします。

171,000

年々深刻化する空き家・空き土地問題に対し、事前対策の啓蒙及び管理・利活用の
100,000 提案をし地域住民の生活環境の維持・改善・防犯・防火に寄与し住民が安心して住め
る地域・街づくりをするため。

293,926

理学療法士として勤務する中で老化、虚弱体質、痛み、病気や手術の後遺症など
100,000 様々な理由で運動に対し不安を抱える方と出会ってきた。そういう方が安心・安全に運
動ができる通いの場を作りたいと思い設立した。

143,000

100,000

230,000

高齢者が童謡・唱歌の背景を学び歌う事で生きがいをみつけたり、その場に行きそこ
100,000 で出会った人々と繋がる事での健康促進・孤独問題の解決を目的に活動していきま
す。

149,000

視覚障害、知的障害などの子どもが絵本を楽しむことができる「さわる絵本」は未だ、
100,000 豊中市になく、製作・利用の普及、講習会の開催などを行い、様々な障害の条件が
あっても絵本を楽しめる読書環境をめざす。

障がい者の成年後見制度啓発プロジェクト
2

初動支援

NPO法人障がい者・高齢 豊中の障がい者や高齢者及びその親族に、成年後見制度の仕組みや費用・実例・留意点を
者市民後見STEP
わかりやすく解説した独自冊子を改訂し配布すると共に、施設等での出張セミナーや研修講
座及び休日相談窓口を開設します。
空き家セミナーと各種相談会による空き家問題等の啓発活動等

3

初動支援

特定非営利活動法人空き 豊中市内に存在する沢山の空き家は百害あって一利もありません。空き家が引き起こす様々
家サポートセンター
な問題を解決するための空き家セミナー、各種相談会、市民の空き家に関する意識調査や空
き家の利活用を推進します。
リハビリ専門職による通いの場『健プロ体操』～健康を自身で管理できるプロになるための体操～

4

初動支援

健プロ体操

リハビリ専門職が教える介護予防・健康増進を目的とした体操です。運動に不安をお持ちの方
も安心して安全に行えます。運動の基本を身に着け、10年後も元気で活動的な生活が送れる
よう一緒に目指しましょう！
点字ブロックのルート情報テキストデータベース整備事業

5

初動支援

視覚障害者の単独白杖歩
視覚障害者が自由に安全に単独白杖歩行外出できるように、点字ブロックルートの情報を調
行外出を応援する会
査収集し、テキスト化した上で、データベースとしてインターネット上に公開する。

視覚障害者による自由で安全な単独白杖歩行外出を応援する活動を行うことにより、
もって視覚障害者の社会参加を促進することを目的とする。

高齢者の元気と笑顔を地域へ広げる「上を向いて歌おう会」の開催
6

初動支援

上を向いて歌おう会♪

高齢者の生涯学習＆健康促進＆生きがいや仲間作りの場となる「上を向いて歌おう会」を公民
館・老人ホーム・介護施設や地域の交流イベント等で毎月開催し、高齢者の元気と笑顔のコ
ミュニティーを地域に広げていきます。
届けたい「さわる絵本」の楽しさを

7

初動支援

さわる絵本 かすみ草

さわる絵本を製作し、視覚・知的障害などの子どもたちに、絵本の楽しさを届けます。市内初の
製作団体として、研修を積み、仲間を増やし、子どもたちとつながった活動をめざしています。
第3回デフスポフェスティバル2018

8

初動支援

デフスポフェスティバル実
デフアスリートを招き、様々な競技を通してスポーツの楽しさを体験するとともに、子どもたちの
行委員会
夢と希望が広がるきっかけ作りとしての場を提供する。

デフアスリート(※1)を招き、様々な競技を通して、スポーツの楽しさを体験するととも
に、子どもたちの夢と希望が広がるきっかけ作りとしての場を提供する。
325,800

100,000
(※1 デフアスリート・・・デフリンピックや、ろう者世界大会に出場経験のあるアスリー
ト。 デフ・・・ろう者(耳が聴こえない人))

四中校区における児童・生徒への学習支援事業
9

初動支援

任意団体 学習支援「未来 家庭の諸事情の理由により塾へ通えない子どもたちや、発達凸凹があり将来の進学が心配さ
SS塾」
れる子どもたちを対象に、一人ひとりの自己肯定感、個性や能力を大切にしながら、学習支援
を図っていきます。

589,000

経済的な理由や家庭の事情で、家庭内での学習が困難であったり、学習習慣が十分
100,000 に身についていない児童・生徒を学習支援するため、地域団体等や大学生の協力に
より子どもたちの教育的支援を行う目的で設立。

227,446

「地方から優秀な人材を発掘する」を理念に、京阪神地域を中心として、若者と若者の
保護者・教育関係者に対してプログラミング教育の大切さについて啓発活動を行い、
若者向けのプログラミングイベントを企画・運営します。その中で一人でも多くの人に、
100,000
プログラミングを学ぶ大切さに気付いてもらい、一人でも多くの人がプログラミングに触
れ、学んでもらうことを目指しています。また、それにより、将来的なエンジニア(技術
者)不足を解消し、地域社会の発展と競争力の向上に役立てると考えています。

豊中市周辺に在住の子どものためのプログラミング体験キャンプ(new Creator Camp)
10 初動支援

NPO法人ハックジャパン

豊中市の小学3年生～中学3年生を対象とした宿泊型のプログラミング学習キャンプ。夏休み
に1泊2日で豊中市立青少年自然の家わっぱるにて野外活動も交えながら自ら考える力、IT活
用力も育む機会を提供する。
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千里つばめ学習会
11 初動支援

千里つばめ学習会

本会は、経済的に厳しい家庭環境などの理由で塾に通えないが勉強したい意欲ある子どもた
ちに対し平等に学習できる機会を提供し、かつ、子どもたちを社会貢献できる人材に育てるこ
とを目的とする。

135,400

福祉車両の市内移動展示・相談会
12 初動支援

NPO法人バリアフリーカー・
豊中市内の4箇所において、福祉車両の移動展示・相談会を催し、間近で実際の福祉車両に
コンサルタント
触れたり、乗ってみて福祉車両の便利さを体感していただきます。

62,000

まんぷくほーむこどもカレー食堂
13 初動支援

まんぷくほーむ実行委員
誰もが気軽に食事をとることができる居場所を提供するとともに、いろんなスキルを持ったスタッ
会
フが、地域の方から気軽に相談してもらえる場所をつくります。

214,600

本会は、経済的に厳しい家庭環境などの理由で塾に通えないが勉強したい意欲ある
100,000 子どもたちに対し平等に学習できる機会を提供し、かつ、子どもたちを社会貢献できる
人材に育てることを目的とする。
この法人は、障害者や高齢者並びにご家族に対して、日常生活における移動手段の
一つである福祉車両が必要になったその時にかかえる様々な不安や困りごとをお聞き
し、その方に合ったお車のご提案、販売。そして、ご購入いただいたお車のメンテナン
46,000
ス事業を行い、福祉車両で障害者や高齢者並びにそのご家族がストレス無く安心し
て、通勤、通学、送迎、レジャー等に出かけ、積極的に社会参加しやすい環境を作り、
社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
日本の子どもの６人に１人が貧困状態にあるという昨今、子どもたちを中心として、地
域の方々に食事を提供し、いろんな方が気軽に集まることのできる居場所を作る。
また、スタッフ各人の持っているスキルで、参加してくださった方の様々な悩みや困り
100,000
ごとの相談に乗り、身近な相談相手となることを目的としています。
こども食堂という名称で活動していますが、「地域みんなの食堂」となることを目指して
います。

「ENJOY♡こどもごはん」
14 初動支援

ENJOY♡こどもごはん

様々な職種の有識者・保護者との食育ランチ会・施設見学会・食育勉強会を通じて「子どもが
喜ぶ安く簡単なからだにいいごはん」の知恵と知識を共有し、豊中市の食育の推進と子どもた
ちの健康と学力の向上に貢献する。

134,400

「からだにいいごはん」＝「お金や時間がかかる子どもが食べたがらないごはん」だと諦
100,000 めることが多いが、ちょっとした知恵や知識で改善する例が多くあることを知り、悩みの
解決に貢献することを目的とする。

200,000

兄弟都市沖縄市との市民レベルでの交流を通して、相互に学びを深めるとともに、教
100,000 育、福祉、芸術、スポーツの各分野でそれぞれの特性と魅力をいかした交流事業を展
開することで豊かな市民生活の提供をめざす。

1,000,000

ー多世代でつながる子育て空間の創造ー
かつての長屋暮らしのように、地域全体で子どもの成長を見守り、様々な世代の『困っ
500,000
た』と『得意』をつなげる拠点となって、世代間の互助的でゆるやかなコミュニティを目
指す。

初動：
H26,H27
自主：
H28,H29

350,000

「あしたの暮らしとよなか」は、身近な地域の人と人がつながって、各々が持つ暮らしの
175,000 知恵やアイデアを持ち寄り、より豊かな未来に向けて「あしたの暮らし」から変えて行こ
う！という実践活動です。

初動：H29

86,000

(1)多胎児を育児中の親が安心して過ごせる居場所づくりと当事者同士のつながりを
43,000 構築すること
(2)多胎児育児支援の必要性について社会に広く認識していただくこと

295,000

タッチ(心のふれあい・スキンシップ)とカウンセリングを融合したタッチカウンセリングに
147,000 より生まれる愛情と信頼関係で心の健康促進を図り、乳幼児や高齢者及び障害者を
含む地域住民の生涯教育と健康福祉の向上に寄与すること

自主：H29

432,800

思いを同じくする地域の仲間たちと共に、教え合う機会とスキルを発揮できる場づくり、
215,000 高齢者が高齢者をサポートする社会の仕組み作りに協力するとともに、次代を担う子ど
も達の健全育成に努めます。

自主：H27

とよなかおきなわ市民フェスタ
15 初動支援

とよなかおきなわ応援団

音楽や芸術など身近に沖縄市の魅力に触れてもらうことによって、兄弟都市沖縄市への関心
を喚起し、市民レベルでの交流促進の契機とするとともに、今後の生涯学習、生涯スポーツの
新たな選択肢を提供する。
地域の子育て力を上げる「多世代交流」プロジェクト

16 自主事業

団欒長屋プロジェクト

『だんらんしんぶん』の発行をはじめとする様々なイベント・講座など、総合的でより実践的な多
世代交流活動を通して、当団体だけで完結しない「地域の子育て力を上げる」というテーマに
取り組む。
種まきシアターinとよなか

17 自主事業

あしたの暮らし とよなか 社会課題をテーマにしたドキュメンタリー映像の上映会を、市内数箇所で定期開催する年間企
画です。メインは上映会後の交流会。多様な思いや考えを共有することで、新しく「人のつなが
り」が生まれています。
「多胎プレパパママ教室(ふたごちゃんとのはじめの一歩)」

18 自主事業

ふたごさんあつまれ

多胎妊娠・出産・育児について正しい知識と見通しを得、先輩パパママ同士の繋がりを構築す
るために、多胎妊婦とその家族を対象として「多胎プレパパママ教室」を開催します。
子どもの発達凸凹との付き合い方は?保護者の凸凹カフェ「チコすてっぷママ」

19 自主事業

NPO法人日本タッチカウン
子どもの発達凸凹への理解を深めたり、日頃の子育ての悩みを共有できる「凸凹カフェ」を開
セリング協会
催し、保護者同士のネットワークづくりや社会資源を活用するサポ—トを行います。
ONCC居場所づくりプロジェクト「ループ」おかまち子ども食堂

20 自主事業

NPO法人大阪府北部コミュ 「おかまち子ども食堂」は、子どもに食事を提供するだけでなく、親、スタッフを含め、高齢者、
ニティカレッジ
地域住民の方の居場所ともなるよう進めていきます。学習支援や遊びの広場なども企画、実践
していきます。
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ひきこもり等の生きづらさを抱えた当事者の自助活動展開プロジェクトー“多様”だからこその“多様な実践”を！

21 自主事業

NPO法人ウィークタイ

ひきこもりの多くが、社会復帰後にも不安定な生活を送っています。私たちはこのような方々が
安定した社会生活を送れるように、居場所づくりやプログラム等の実施を通じ、再び絶望するこ
とのない社会をつくります。

784,960

ひきこもりや、ひきこもりと社会復帰を繰り返す若者に対し、繋がりの創生や、他者への
392,000 信頼感を養う支援等を行う事で、上記当時者らが健全な社会生活を築き、その実現を
通じて長期安定的な社会の実現に寄与する。

初動：
H28,H29

「子どもの安心できる居場所」の定期開催
22 自主事業

子育て子育ち応援！「さん ありのままの自分を受け入れてもらえる場があるということで、子どもの情緒を安定させて孤立
えんじぇる」
することを防ぎます。また、親の気持ちに寄り添い話し相手になることで、親の孤立化も防ぎま
す。

147,500

73,000

その人の「ありのまま」を受け入れる場、気軽に来れる場、何でも話せる場を作ることに
より、子どもと親の孤立化を防ぐことを目的としています。

MOA美術館 豊中児童作品展
23 自主事業

MOA美術館 豊中児童作 豊中市内の小学生が絵画や書写を作成し、展示することで、子供の創造性を育み、“感じる
品展実行委員会
心”を育て、薄化しがちな家族間コミュニケーションをとる時間を増やし、現在の子供を取り巻く
社会課題の解決に繋げます。

237,004

・次世代を担う子供たちの創作活動を奨励することで、「社会の変化に自ら対応できる
118,000 心豊かな人間の育成」「自ら学び自ら考える力などの生きる力の育成」など、子供の健
全なる成長を願い、社会教育ならびに情操教育の一端を担う事。

704,656

成年後見は高齢者・障がい者の財産を守り、その望む生活を営むために重要な制度
ですが、まだまだ普及は十分ではありません。
352,000
成年後見制度をより幅広く利用してもらうために啓蒙・相談の受け皿を目指していま
す。

自主：H29

1,020,580

人と人とがつながりを持ち、助け合いの“結い”の精神で出来ることをする市民団体とし
て結成しています。豊中を拠点として、ボランティア活動において、人の輪をつなげ、
500,000
元気な町にするため、活動のニーズにより行動しています。子育て支援活動や音楽の
イベント等により、地域の活性化に役立つ活動を目的としています。

自主：H23

1,820,000

音楽療法、音楽レクリエーション、音楽リトミック、その他音楽を用いて、高齢者の健康
500,000 維持、障がい者QOL向上、親子の成長支援などを行う。また若手音楽家の育成支
援、音楽を通じての国際交流などを行う。

後見制度を市民に分かりやすく広報するためのパンフレット作成及び配布事業
NPO法人ライフアンドガー 豊中市民に自らの希望にそう老後を過ごしてもらうため、後見制度等をイラストで分かりやすく
24 自主事業
ディアンズ
説明するパンフレットを作成し、イベントでの無償配布、団体に無償提供することで、市民の関
心を広く呼び起こしたい。
みんなでつながる結い音楽イベント事業
25 自主事業

ゆいゆい会

音楽イベントを中心に企画し、企画の為の課程も大切にし、地域のイベントで交流が出来る取
り組みをする。一緒にイベントに向けて活動者を集い、より多くの人と繋がる地域活性化を目指
す。
音楽療法、音楽レクリエーション、音楽リトミック、音楽会の実施

26 自主事業

特定非営利活動法人ゴー 高齢者施設、障がい者施設、病院、保育施設等で、音楽療法や音楽レクリエーション、音楽リト
ルデンベル
ミック等を行い、楽しんで歌いながら健康年齢を維持し、認知症を予防するなど対象者の
QOL(生活水準)の向上を目指す。
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