団体名

法人格

目的

ＩＴ近江あゆみ会

任意団体

市民向けＩＴスキルの向上のためのボランティア

あかるいまちづくりの会

一般社団法人

障害者 高齢者 母子 など社会的活動に制約
のある階層の人たちと協働により社会的に意義
のある事業の展開をする。また、この人たちと連
携して「経済活動」を行い生活基盤の充実をは
かる。
「あけぼの滋賀」は会員相互のボランティアグ
ループです。あけぼの会の滋賀支部として1994
年に発足しました。あけぼの会は2007年1月より
従来の40支部のうち16支部が自立し、独自の活
動を始めました。そしてこの各支部をネットワー
クで結び、新名称がBreast Cancer Network
Japan－あけぼの会となりました。「あけぼの滋
賀」はこのネットワークの一員として新たにスター
トしました。

活動内容
アピール
市民活動センター内サポート及び公民館講習会
ＩＴ駆け込み塾を目指している
講師派遣
社会問題に対応するための教育ソフトウェアの
企画制作・講演など。

HP

活動分類
情報化社会の発展を図る活動
市民活動支援

国・県・市町や一般企業、などより資金調達し公
http.//biwako.co.jp
益的な活動を実施している。

情報更新
H28.9更新

H29.12

20歳代から90歳代の会員140名で活動してい
ます。また、医療関係者（顧問医・協力
医）にも賛同頂いています。

H28以前

あさがお

人は誰も尊厳を持って自立して生きる権利を
持っています。これらを実現するため各種制度
が実施されているが、まだまだ十分とは言えま
せん。そこで私達は、保健福祉医療に関する総
合相談を実施し、財産権や適切なサービスを利
用する権利を護る活動を行うとともに、介護の質
の向上に関する活動を行い、もって、ノーマライ
ゼーション社会の実現に寄与する活動に取り組
みます。

①高齢者」、障がい者等の総合相談を実施
し、権利擁護問題を明らかにし問題の解決
に努める。
②法人後見を行う。
③権利擁護等の研修普及啓発を行う。
④介護サービスの質の向上に向け研修を行
う。

H28以前

ACA （アダルト・チルドレン・アノ
ニマス） 大津グループ

アダルト・チャイルドや機能不全家庭の問
題に苦しんでいる仲間に、経験と力と希望
を分かち合い、自分たちの共通の問題とし
て解決する。大津グループ。

自分たち自身が回復することであり、同時
にそのことで他の人たちの回復、成長の手
助けとなることです。そのため、週一回、
自分の話しをし、仲間の話しを聞く ミー
ティングを開いています。

あめんど

認証ＮＰＯ法人

発達障がい等で円滑な社会参加が妨げられて
いる人とその家族に対するサポートを提供する。
また子どもの健全な育成及び、保護者のより良
い学習のための諸活動やセミナーなどを行う。
「親子の学び舎」として、団体に関わる全ての
人々が成長できる場所になる。

発達障がい等の特別支援クラス、及び相談業務
を行う。未就学児童を対象とした子育て支援、小
中学生の体験活動事業（キャンプ、老人ホーム
訪問、文化教室等）、生活困窮世帯の子どもの
居場所づくり（トワイライトステイ）、若者無業者へ
の中間就労支援など、世代ごとのニーズに応え
る事業を展開する。

いいね！大津～夢・観光

任意団体

石山名月の会

認証ＮＰＯ法人

あけぼの滋賀

伊吹山がまの油、口上保存会

HCCグループ

淡海かいつぶりセンター

認証ＮＰＯ法人

認証ＮＰＯ法人

近江しじみ貝塚研究会

淡海地球環境研究会

認定ＮＰＯ法人

近江渡来人倶楽部

任意団体

sachikoshina@k.vord
afone.ne.jp

H28以前

スタッフに情熱があり、他者のために献身的であ
る事。社会問題について洞察力を働かせ、問題
の本質に注目し、事業を組み立てる方針。誰も
http://www.eonet.n
が学ぼうとする意欲を持ち、新規事業へのチャレ
e.jp/~amendo/index.
ンジ精神がある。スタッフの中が良く、家庭的な
html
雰囲気があり、世代間のギャップを感じない。会
話が弾み、アイデアがたくさん生まれる。いつも
感謝満足である。

大津の観光をテーマに、観光促進の為のイ
ベント・ワークショップを行っています。
特に。大津に関わりのある人物をテーマに
してイヴェント等を企画しています。

滋賀県の伝統芸能である「がまの油売り」
の口上を守り、保存する為、これまで口上
師毎に伝承されていたものを保存会として
末永く継承する為に設立されたもの。

一 大津JR駅前にて、生涯学習アカデミーの
一つとして、口上やアトラクションを伝承
する講座を開催している。
二 滋賀県内外の各種イベントに出演、老人
会を始め高齢者施設にて公演。 市民活動や
各種イベントの盛り上げを行っている。

広く地域活性化に寄与することをミッショ
ンとしている。

大津市内の市民活動団体の支援、グリーンツー 比較的若いスタッフが個個の問題意識の元に事
http://www.npoリズム事業（海外からのインバウンド含む）、フェ 業展開しています。ご興味がありましたらご参加
hcc.org
アトレード事業等
下さい。

H29.12

まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動

H29.12

まちづくりの推進を図る活動
環境の保全を図る活動
観光の振興を図る活動

H29.12

www.net福祉の増進を図る活動
tirashi.com/gaman まちづくりの推進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動
oabura/

がん患者さんとその人を支えるご家族が病気だ
地域の病院や診療所と協力し，がん患者やその 医療機関とはちがう家庭的な雰囲気を目指しつ
保健，医療の増進を図る活動
けでなく，治療終了後や再発時，またご本人さん
http://kaitsuburi.co
家族・友人介護者を対象とした心理的・社会的プ つ様々な専門スタッフが対応しています。いつで
福祉の増進を図る活動
が亡くなられた後にもりようできる心理的，社会
m
ログラムを提供します。
も気軽にお立ち寄りください。
市民活動支援
的支援を提供する施設を創設。
石山寺周辺にある三大淡水産遺跡「石山貝
石山寺とその周辺に位置する瀬田川および 塚、蛍谷貝塚、粟津湖底貝塚」は、地中や
琵琶湖の自然保護と環境保全を展開するこ 水中のため余り知られていないことから世
とで、歴史と文化性豊かな町づくりに寄与 界的貴重な遺産を多くの人たちに知ってい
することを目的にする。
ただき古代人の生活ロマンに触れていただ
く機会づくりを展開。
まちづくりの推進を図る活動
環境の保全を図る活動
近代の渡来人である、在日・朝鮮人への
「根拠のない民族的偏見や差別」を解消す
ることによって、ルーツを隠すことなく
堂々と暮らすことのできる「自由で公正な
開かれた社会」、そして現代の渡来人であ
http://www.trying.c 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
る、日系人やアジア人などの外国籍住民に
国際協力の活動
om
対する「無理解」や「排他的な対応」を改
善することによって、地域社会の一貫とし
て心豊かに暮らすことのできる「包容力と
多様性を持った多文化共生社会」の実現を
めざす。

H29.12

H29.12

H28.9新規

H28以前

H28.9新規

H29.12

おうみ犯罪被害者支援センター

ＯＰＣ（オールドパワークラブ）

認定ＮＰＯ法人

犯罪被害者やその遺族に対して、犯罪被害に関
する相談事業その他の支援事業を行うとともに、
社会全体の被害者支援意識の高揚を図り、福祉 犯罪被害者支援活動
の増進、地域安全及び人権の擁護に寄与しま
す。

任意団体

自分たちの老後に税金の無駄遣いはせず、これ
からの若い人たちの未来につかっていただく。
さびれつつある歴史ある大切な神社やお寺を守
るためと、災害時のためにも活動拠点を神社や
寺に置きたい。

認知症にならないよう、元気な今、家にこもらず
ドリームチケットシステムに参加して残った人生
をご近所さん同士で一緒に楽しみながら自分た
ちの健康は自分で守る。
自分たちが介護を受けるようになった時のため
にご近所さん同士、勉強を今からする

滋賀県公安委員会から犯罪被害者等早期援助
団体の指定を受けた県内唯一の民間団体です。
支援は無償で行っています。
http://homepage3.n
被害者と同じ目線で同じ思いで見つめ合える目 ifty.com/ovsc/
を持ち、心の声を聴ける耳を持ち、悲しみに届く
手でありたいと願って活動しています。
地域の美化や行事にさんかしたり、自分の好き
なことをみんなと一緒に楽しみ券（ドリームチケッ
ト）を受け取る。その券は、今日から自分のため
に使用できるまた将来の自分のかいごにも 使
用できる

福祉の増進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
その他

仰木自然文化庭園構想 八王寺
任意団体
組

棚田オーナー（米，日本酒）を募集しています。
米作りや農業に関心があり，地域で取り組んで
滋賀県大津市仰木で「地域の農業後継者対策・
いる棚田の保全活動にご理解いただける方が対
農地保全・地域活性化活動」に向けて，自治会 棚田オーナー制度（稲作体験）の運営，棚田ボラ
象です。この地域は，特に地形が急峻で小さな
や農業組合と連携を図りつつ，八王寺をはじめと ンティアの受け入れ，耕作放棄地の復田などに
http://kamiogi.jp
棚田が形成されており，棚田1枚1枚で昔ながら
した農山村の自然と文化の魅力を掘り起こし，魅 取り組んでいます。
の米作りを楽しむことができます。比叡山のふも
力ある地域の創造を目標に活動しています。
とに広がる棚田で，田植えから稲刈り，収穫まで
おいしい米づくりを体験してみませんか。

大津・将棋を孫に伝える会

任意団体

「将棋」を活用して、中高年と子供たちの交流を
活性化していくことを目指します。また、将棋と詰
将棋を将来に繋げるため、子供達に楽しく触れ
合ってもらいたいと思います。

①子ども将棋教室（初心者に駒の動かし方から
指導します）
②保護者対象（将棋を活用した子育て）講演会
実施
③中高年対象（孫世代との交流、定年後の生き
がいを）

大津ヴュルツブルク奏楽会

任意団体

大津市とヴュルツブルク市は姉妹都市です。本
会は両都市の親善のために、音楽を通して活動
しています。大津市といえば、大津祭です。大津
祭にまつわる古典文学を朗詠します。ヴュルツブ
ルク市はドイツの町です。ドイツの歌曲を演奏し
ています。古典は人の感性を磨き人を育てま
す。古典に触れることによって子供たちも大きく
育つことでしょう。

毎週火曜日に修練会を開き自己研鑽に努めて
います。また大津祭の宵宮には、コンサートを開
いています。そこでは、大津祭の曳山にまつわる
古典を朗詠しています。山家集、奥の細道、能
作品猩々、源氏物語です。また、ドイツ歌曲や童
謡を歌っています。シューベルトの子守歌、冬よ
さらば等です。月一度は集まって 、新しく曲を
作っています。シナリオも作り、宵宮ではより良く
演奏できるように努めています。ヘルマンハープ
の練習に打ち込みグランドを広めています。

大津ＮＰＯセンター

認証ＮＰＯ法人

大津市における市民活動を活発にするために必 NPO設立に関する相談、他の市民活動団体の
要な事業を行ない、特に元気なシニアが地域に 支援、シニア世代が活発にまちづくりに参加する 市民みんなで「市民力」をつけよう！
貢献できて、活力のあるまちづくりを目指す。
ように「地域デビュー」のサポート等。

おおつ環境フォーラム

農山漁村又は中山間地域の振興を図る
活動
H28.9更新
環境の保全を図る活動
経済活動の活性化を図る活動

学術，文化，芸術の振興を図る活動
子どもの健全育成を図る活動,

H29.12

H29.12

社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
市民活動支援

H29.12

現在、7つのプロジェクトと4つのグルー
プ、1つの委員会で活動している。プロジェ
クトの等の名称は次のとおり。子どもが遊
べる川づくり、生ごみリサイクル、菜の
花、環境マネジメント、ビオトープづく
り、自転車にやさしいまちづくり、里山保
全、エネルギー、いきいき河川、低炭素社
会推進、暮らしと自然の共生、業務委員
会。

1977年，滋賀県文化奨励賞。1984年，文部大臣
より地域文化功労賞。1987年，2013年，団員が
社会教育の推進を図る活動
http://daikan1951.c
大津市市民文化賞受賞 2001年，団員が大津
学術，文化，芸術の振興を図る活動
om
市市民文化奨励賞を受賞。2005年，2009年，団
子どもの健全育成を図る活動
員が大津市市民文化功労賞を受賞。

H29.12

どこえでも出演に行きます

福祉の増進を図る活動
観光の振興を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動

H29.12

子どもの健全育成を図る活動
市民活動支援
福祉の増進を図る活動

H29.12

大津管弦楽団

任意団体

本団は、管弦楽の理論・技術の研鑽を通じて、
地方文化の発展に
資すと共に、品性の陶冶と趣味の向上を図るこ
とを目的とする

大津江州音頭保存会

任意団体

文化芸術の保存と普及

出前出演

任意団体

『子どもたちに豊かな放課後を』作るため
に学童保育施策の前進に向け、保護者、指
導員など周りの大人がみんなで子育てをと
もに語り合い、よりよい放課後生活が送れ
るよう、ひとりひとりの課題をみんなのも
のにして改善していきます。

保護者全員をつなぐ拠点となる学童保育所
を充実させるための、行政への窓口とな
る。学童保育所の質を向上させるための
チームの輪を広げる。 『豊かな放課後』実
現のために取り組みます。

市民合唱による交流、およびその活動を発
展させることを目的とする。

年２回の合唱祭を行っています。
・春のフェスティバル
・秋の合唱の集い

大津市合唱連盟

H28.9更新

大津市地球環境保全地域行動計画「アジェ
ンダ21おおつ」を実現していくために、市
民、事業者、行政がそれぞれの役割に応じ
て行動し、全体としての成果を達成する
パートナーシップ組織。

クラシック音楽を愛好する大津市民によって1951
年に創設。翌３月に第１回演奏会を開いて以来，
年２回の定期演奏会を欠かさず開催。1986年に
は中国湖南省，1991年にはアメリカ・ミシガン州
への演奏旅行を行うなど，滋賀県内外各地の演
奏会に出演。
1998年には滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで
の県民オペラ「シンデレラ」オーケストラ部門へ多
くの団員が参加。2002年より音楽監督として山
川すみ男氏を迎え，現在毎週金曜夜，浜大津ス
カイプラザ等で活動を行っている。

大津市学童保育連絡協議会

H28.9新規

H29.12

http://gakudoshigaotsu.jimdo.com

H28以前

生涯学習センターの施設ボランティアとし
てその運営をサポートしています。また、
全体や各部会で市民対象の事業も行ってい
ます。
・来館者に対する施設、展示物等の受付、
案内及び安全管理サポート ・各種事業実
施時における受付・司会等 ・アトリウム
の装飾の制作と飾りつけ ・花壇の植え替
えと維持管理 ・広報紙ほんまるの発行
・市民への生涯学習機会の提供及び子育て
支援。

大津市生涯学習センターボラン
ティア連絡協議会

任意団体

センターの自主事業等に、施設ボランティ
アとして自分の持てる時間、持てる技術を
自発的・主体的に提供し、自らの生きがい
とボランティアの真髄を学びながら、生涯
学習並びに文化活動の発展に寄与すること
を目的としています。

大津市瀬田東文化振興会

任意団体

老人に憩いの場を提供、親子で米作り体験 地
各事業を分割し責任を果たす １自主事業 ２瀬
まちづくりの推進を図る活動
文化祭を中心にまちづくりの推進及び地域文化
域の宝を全国に発信 年2回 JR西日本と連携 http://www7.plala.o
田丘陵生産遺跡群復元事業 ３文化祭事業 ４
観光の振興を図る活動
の継承 活性化をはかる
し、ふれあいハイキング遠近巡りをして大津市を r.jp/seta-e/
東っこ（こども）事業
子どもの健全育成を図る活動
PR

H29.12

大津児童合唱団

任意団体

設立の直接の目的は，ラジオ放送用の録音を担
滋賀県少年少女合唱団連盟や杉並児童合唱団
毎年３月に定期演奏会を開催するほかに，大津
当することであったが時代が変わり，現在は児
指揮者の会などに所属し，他の団員に対して，
市の成人式，びわ湖ホール創作オペラ等に出演
童合唱の練習を通して美しい物を純粋に認める
行動も合唱も模範となれるように頑張って練習し
している。
ことができる子供を育てることを目的としている。
ています。

社会教育の推進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動
子どもの健全育成を図る活動

H29.12

大津市読書活動連絡協議会

任意団体

市内にあった小さな読書サークルがそれぞ
れの力では出来ない講演会や文学散歩を公
開で開催し、情報交換しながら各グループ
のレベルアップを計ることを目的として設
立した。

年間行事として総会を皮切りに年間10回の
評議員会を開催、情報交換と事業検討をす
る。年に1-2回の文学散歩、全体合同読書会
を計画実行する。滋賀県の読進協議会の運
営に参加し、諸行事に会員参加する。又文
学講演会も計画する。

学術，文化，芸術の振興を図る活動

H29.12

大津市民の文化活動を推進し、市民文化の
向上に貢献するとともに、文化団体相互の
連絡連携を図る。

・大津市文化祭の開催（大津市等との実行
委員会形式/舞台芸術、学区文化祭、市民文
芸誌の発行、他）
・顕彰（市民文化賞）
・機関誌の発行・後援名義の使用許可
・その他事業（平成18年度は、大津市パ
ワーアップ事業の採択を受け、ナカマチ一
帯において「アートフェスタin大津」を実
施。）

大津ジャズフェスティバル実行委
任意団体
員会

当会は「大津ジャズフェスティバル」の企画運営
を行う任意団体です。

当会が招聘するゲストミュージシャンによる優れ
た演奏を提供する提案型と一般公募による演奏
の参加型との両面を持ち合わせることにより音
楽文化の醸成を目指します。また、演奏会場を
まちなかやびわ湖岸の屋内外に配置し、飲食
ブースなど音楽以外の企画もあわせて幅広い来
場者を対象とすることにより賑わいの創出を図っ
ています。

おおつ「障害者の生活と労働」協
議会（ＯＳＫ）

ＯＳＫは、大津地域の共同（働）作業所、
障害者施設を正会員、本会の目的に賛同す
る団体、個人を賛助会員として、大津市の
障害をもつ市民の生活すること、働くこと
の権利を共同（働）作業所や障害者施設の
立場から守り、又創りあげていくことを目
的とする。

1．各場の自主製品の販路拡大
2．障害者福祉に関する大津地域内外の調
査・研究活動
3．前項の結果に基づき関係行政機関等に対
する要望・要求活動
4．障害者福祉に関する大津地域内外への啓
発活動
5．会員間のネットワークを深めるための交
流活動等

大津でサスティナブルな国際交
流で考える会

国際的な社会的経済的な格差の解消に取り
組み、市民レベルでサステイブルな社会づ
くりを目指す。

大津市文化連盟

来館者が楽しく気持ちよく過ごせるよう
に、年間を通じてさまざまな活動に取り組
んでいます。また、自らのスキル向上のた
めの研修も行っています。ともに活動する
仲間を求めています。

社会教育の推進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動

H29.12

H28以前

大津ジャズフェスティバルは毎年秋に開催してい
るイベントで、大津の街中や湖岸にいくつもの演
奏会場を設けて、プロアマのさまざまなジャンル
の音楽を繰り広げます。音楽以外にもお楽しみ
頂ける企画をご用意し様々な場所で来場者の皆
http://otsu-jazz.jp
さまが思い思いに楽しんで頂けるイベントとなっ
ています。第2回（2010年）からは大津祭りの翌
週に開催しており「大津祭りを楽しんだ翌週は
ジャズフェスで」と皆様に認識していただくことを
夢見ています。

まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
スポーツの振興を図る活動

H29.12

H28以前

H29.12

大津日独協会

認定ＮＰＯ法人

市民レベルでの草の根日独文化交流通じて両
国の理解を深め、もって両国民の
有効親善に寄与することを目的としています。

来日ドイツ人の方々の可能な範囲のおもてなし
と交流。
ドイツの音楽や料理、ワイン等を楽しむ集い開催
ドイツにかかわる講師による、各方面の文化講
座、講演

大津市の本物のドイツの建物ヴュルツブルクハ
ウスを拠点として、
ドイツに興味のある方やドイツにかかわってこら
れた方々が楽しく集える
企画を開催。

国際協力の活動
その他(日本とドイツの文化交流活動）

H29.12

大津の京阪電車を愛する会

任意団体

市民が主体となって貴重な公共交通機関として
の京阪電車大津線の利用促進を図ること。

京阪電車大津線の維持活性化を目的に、車内
や沿線で行う各種イベントを通して京阪電車に
ふれあう機会をつくり、利用促進を図る活動を
行っています。

市民が主体となって貴重な公共交通機関として
の京阪電車大津線の維持・活性化を図ることに
より、高齢者等の移動手段の確保、総合的な交
http://otsusen.net
通渋滞対策、地球温暖化防止を含めた環境保
全、公共交通を活かしたまちづくり等を促進する
ことを活動理念としています。

まちづくりの推進を図る活動
環境の保全を図る活動
その他

H29.12

任意団体

①町並みの保存を含めたまちづくりの企画、提
案及び実践
大津の町に残る町家の存在を広く認識し、社会
②まちづくり大津百町館の管理運営
にアピールし、その活用や保存を提案するととも
③町家の保存、活用及び空き町家情報の提供
に、町の活性化及び心地よいまちづくりを行うこ
④セミナー、シンポジウムの開催
とを目的とする。
⑤他地域とのネットワークの構築や情報交換
⑥機関紙の発行 など

ボランティアで運営しているので大きなことはで
きませんが、まちづくり大津百町館を拠点に、継 http://hyakucyou.s
続は力をモットーに町家の魅力やまちなかの魅 11.xrea.com/
力を伝えていきたいです。

大津の町家を考える会

H29.12

ベビーマッサージとリトミックを通して、
生きる力の基礎が培われる乳幼児期の発育
を促進すると共に、子育ての経験を生かし
た育児に関する相談や、親子の遊びの広
場、交流の場として、子どもの育ちを支え
保護者の子育てを支え、親子の絆、地域の
つながりを深める事を目的とします。

大津ベビーリトミックグループ

ボードゲームの普及によって、知的遊戯の
機能性や多様性について、多くの方に理解
を深めてもらうとともに、知的行動におい
て、新たな選択肢の提案と交流の場を設け
ることで、大津の文化活動の発展と向上を
図る。
おうみ未来塾１０期生の活動グループとし
て、大津中心市街地の再生をテーマに活動
に取り組んでいます。

大津ボードゲームクラブ

大津まちなかもりあげ隊

大津祭長柄衆

大津祭曳山連盟

大津夜まわりの会

任意団体

ＮＰＯ法人

認定ＮＰＯ法人

親子でベビーマッサージ＆リトミック（エ
ンジェルランド）の開催（月１回）
①【リトミック】 ０歳児の音楽知育
②【ベビーマッサージ】 親子のスキンシッ
プと発育の促進

H29.12

ボードゲームを知ってもらう為の場を設け
て皆で遊ぶ。

H28以前

H28.9更新

１、大津祭運営の支援
特定非営利活動法人 大津祭曳山連盟に協力
２、各種研修会及び見学会の実施
して、大津祭の運営と発展に寄与する。
３、その他目的達成に必要な活動
大津祭支援（ガイド・曳き手ボランティア等のボラ
大津祭支援と大津市中心市街地活性化
ンティア運営・自主警備活動）・中心市街地活性 大津祭をよろしく
化に係る各種団体との連携および支援）
大津市生活困窮者自立相談支援及び生活困窮
者一時生活支援業務を受託し、生活困窮者や
ホームレス等の人々を対象にした総合自立相談
住居や雇用の不安定等で貧困を余儀なくされて 事業及び生活困窮者自立支援事業を実施して
いる人たちを支援し、貧困問題の解決に取り組 いる。同事業では、緊急一時宿泊所（シェル
むとともに、地域、家族、疾病、障害等により複 ター）として民間アパート4室を借り受け、運営し
合的な抱える人の問題解決を図り、福祉向上に ている。
寄与する。
また、独自事業として社会的弱者の相談場所、
居場所としての「ひまわりサロン」事業や夏休み
子ども学習支援、歳末越冬支援事業などを実施
している。

オカリナアンサンブルＳＯＲＡ

オカリナ演奏を通して、地域活動に貢献す
ることを目的として設立。

オカリナ演奏の依頼があれば、行って演奏
します。その際、リクエストが あればお応
えします。また、ご希望により参加者で
歌っていただいて、その伴奏も致します。

おたまじゃくし

水に親みつつ、障害児者の心身の発達と健
康を促進し、合わせて会員相互の親睦を図
ることを目的とする。

昭和56年7月に障害児の水泳療育教室として
皇子山温水プールを毎週土曜日16時-18時ま
でお借りしてスタートしました。現在も月3
回開いております。他に福祉バス利用の社
会見学や新年会等もあ ります。

音と花と人と

任意団体

おひさま楽団

任意団体

おもちゃ病院 びわこ

任意団体

おやじのたまり場～セカンドライフ
任意団体
サロン～

いまだ社会生活で理解や認識の不十分な心に
障害を持つ人や発達障害、知的障害を持つ人、
家族が生の音楽や花・植物に触れることで、安ら
ぎや心のつながる機会をつくり、相談、交流でき
る場を共有したい。
妻・母・嫁としてだけではなく、自分自身
として輝ける場を持ちたい。子どもがいる
からとあきらめるのではなく、親子一緒に
活動できる環境を自分達なりにつくってい
こう！と、うたうことや楽し いことが大好
きな女性達が集まり活動を始めました。そ
の活動を通し人と人とがつながりあってい
く、又はそのきっかけになれば・・・と
願っています。

http://www.otsumatsuri.jp

非正規雇用の増加や所得格差の拡大など社会
経済情勢の変化に伴い、ホームレスやその一歩
手前の状態に追い込まれたり、家庭・家族問題
や心身の不調等で平穏な住まいを確保できな
かったりする人が増えている。このようないわゆ
る「ハウジングプア」の人々が、まず「安心して眠 http://otsuれる場所」を確保できるよう支援し、さらに生活
yomawarinokai.org
安定、健康回復、就労など日常生活自立、経済
的自立、社会生活自立をサポートすることによっ
て、こうした人々の再出発、人生の再生を応援し
ている。官民を問わず関係機関、団体、施設等
と連携を深めることにより、貧困問題の解決に取
り組んでいる。

観光の振興を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動
市民活動支援
観光の振興を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動
まちづくりの推進を図る活動

H29.12

H29.12

福祉の増進を図る活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H29.12
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を
支援する活動

福祉の増進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
市民活動支援

H29.12

H28以前

演奏家によるミニコンサートや障害を持つ人の演
奏などの発表。いけばな、アレンジメントの展示 障がいのある方やご家族の心の安らぎと支え合
や体験、自宅に持ち帰って花に親しむための花 う場をつくり、少しでも多くの人に理解を深めても
苗や種の提供、障がいに対する専門家による講 らうためにできることから始めていきたい
演会や相談会

福祉の増進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動
その他（農業・園芸）

H29.12

童謡・唱歌などを中心に、うたとパネルシ
アター、楽器体験などを含む出張コンサー
トを展開。

社会教育の推進を図る活動
学術，文化，芸術の振興を図る活動

H29.12

H28.9更新

プロのようなわけにはいきませんが、手作
り感あふれるほっこりできるような一時を
お届けします

子供に物を大切にする活動

こわれたおもちゃを治すことにより，物を大切に
することを教える0

子どもの健全育成を図る活動

退職勤労者の生きがいづくり、地域社会で
の活動の場づくりを目指し、平成１９年３
月に発足しました。

多くの男性勤労者は“会社人”であっても
“社会人”になっていないと、よく揶揄さ
れます。現役を退いてからは「〇〇会社に
居た△△です」と昔の肩書きで名乗らなく
ても、活動しやすい場づくりや、生きがい
等自己実現を求めて、第２・第４木曜日に
定例サロンを開いています。サロンでは、
ウォーキング・写真・囲碁・料理・パソコ
ン・ゴルフ・ボランティア活動研究など、
会員のサークル活動の啓発やゲストのテー
マトーク研修も行っています。

http://oyajinotamari 観光の振興を図る活動
ba.sakura.ne.jp/xo 子どもの健全育成を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
ops/

H29.12

オレンジリボン子育て支援プロ
ジェクト滋賀

さまざまな年齢層の方々が、ゴスペル音楽
という新しい合唱スタイルを通じて、「人
と人とのつながりの大切さ」を体感し、子
育てやコミュニティに関心を持つことによ
り、子ども虐待防止オレンジリボン運動の
認知と理解につながる事を目的とする。

目的達成のためゴスペルワークショップ、
イベントを企画・開催する。

H28以前

