
特定非営利活動法人

大阪区民・府民カレッジ



大阪区民・府民カレッジの主旨

市民が行政や地域団体と協働して、地域を支える担い手として、
地域に溶け込み活動することが求められる時代となっている。受
講生が地域の現状や歴史、伝統、文化、福祉などを 総合的
に楽しく学び、地域愛の熟成を育みます。
そして地域への参加活動を通じて、仲間と共に長年培っ てきた
豊富な経験、知恵その豊かさを活かし地域で活動します。また、
相互理解を深め、世代間交流をすすめす。
併せて、自らの健康づくり、生きがいの充実を図ります。

大阪区民・府民カレッジの活動方針

仲間と共に健康で生きがいのある人生を送るために活動する。
カレッジの学び、自らの豊富な経験、知恵などを活かし、
地域でのコミュニティ作りに参画する。

行政や地域諸団体と協働し、地域を支える担い手として活動する。
受講生、講師、運営者、そして関係者と共に協力し、
楽しい豊かなカレッジを創造する。

ボランティア活動の主旨を共に学び熟成する。



理念：健康、学習、信頼、感謝、貢献

健康＝身体、精神および社
会的に良い状態

学習＝学ぶよろこび、習い身につ
け、実践する楽しみ

信頼＝仲間、出会いを大切に、多
様性の尊重、交流の輪の育み

感謝＝自分に、家族に、地域に、
そして 報恩へ

貢献＝社会参加へ、自己実現、
生きがい生涯満足度を高める

５つの輪で結び、仲間とともに、
健康で生きがいがある人生を送るために活動しましょう



大阪区民・府民カレッジは特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）として、会員
と賛助会員、並びにこの法人の主旨に賛同し、会の維持、援助する個人
または団体によって成り立っています。

○活動は理事長以下、ディレクターおよび関係理事、オブザーバー、教務・
業務支援者のボランティア活動で支えられています。

○講座は講師、運営者、そして関係者のボランティア活動により実施、また、
行政や地域団体の協賛、支援を受けています。

○受講生はクラス運営に参加し、運営上の種々の役割を分かち合い、共にク
ラスを盛り上げていきます。

○課外活動として、地元のまつりなど地域で実施される行事等にボランティァ
参加いたします。

○姉妹校の高大、区民・府民カレッジ、その他高大グループと協働で活動
します。

大阪区民・府民カレッジの運営について



大阪府はアクティブシニアあふれる大阪事業を推進しています。
高齢者が長年にわたって培ってきた知識や経験を活かし、地域社会で活動するた
めに必要な知識や技法を身につける講座を「シルバーアドバイザー養成講座」
（※1）として承認。 シニアの生きがいと活力あふれる地域社会を目指します。
多くの方がシルバーアドバイザーとして各地で活躍されています。
（※1） 年間の受講時間、カリキュラム内容、実践活動等細かく規定さています。

カレッジの修了生（７０％以上出席）は、地域活動を推進するボランティアとして、
大阪府内（原則）の活動実績（※２）を申請することにより、大阪府知事より「シル
バーアドバイザー」の認定証が交付されます。
（※２）平成31年4月から6月の３ヶ月間でのボランティア活動を申告。活動内容は
２３項目ありますので、申請希望者はご相談ください。

①アクティブシニアは年齢にかかわらず、ボランティア精神が豊かな方

②ボランティアとは主体性（自主性）社会性（連帯性）無償性（非営利）の活動

③他人の困りごとを無視できない人

④誰もが主人公になれる！あなたの想いが活動につながる

⑤ボランティア活動による自己実現、生きがいづくりをめざす。

大阪府「シルバーアドバイザー養成講座」と承認

ボランティア精神＝アクティブシニア



平成23年：大阪府高齢者大学校において、地域に密着した、地域の担い手
としての人材育成を目的とした市民講座開設を構想。

平成24年：各区に新しい活性化の方策が展開され始めた。それを受けて、
市民講座開設を大阪市内とし、同時に特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
申請に向けて実務を推進するとともに、各区のボランティア団体と協働し、
カリキュラム内容を固め、 教室を選定する。
天王寺カレッジ、東成カレッジ、西カレッジを設立。
第１期生の募集開始 。
平成31年度には、16校（地区）に展開。

平成25年4月 第1期
カレッジ３校、受講生 計：77名

平成25年6月
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）認定

平成25年11月
各校シルバーアドバイザー（ＳＡ）養成講座の認定

平成26年4月 第２期
校名変更―南部校(天王寺）、東部校（東成）、西部校（西）
カレッジ３校 受講生 計：121名

設立構想から今日



平成27年4月 第３期
校名変更―天王寺校（南部校）、城東校（東部校）、西校（西部校）。
新規に中央校、北校 設立
カレッジ計 ５校 受講生 計：185名

平成28年4月 第４期
大阪府下・東大阪市に大阪府民カレッジ・東大阪校を設立
カレッジ計 ６校 受講生 計：257名

平成28年10月
特定非営利活動法人（NPO法人）大阪府民カレッジ認定

平成29年4月 第５期
大阪市内に東成校、府下枚方市に大阪府民カレッジひらかた校を設立。

カレッジ計 ８校 受講生 計：320名

平成30年4月 第６期
大阪府民カレッジは、堺校、大東・四條畷校、豊能校、富田林校、八尾校を設立

カレッジ計 １３校 受講生 計 525名

平成31年4月 第７期（予定）
大阪府民カレッジは、堺北野田校、池田校、 大阪区民カレッジは、みなと校を設立

（府民カレッジ：９校、区民カレッジ：７校）
カレッジ計 １６校 受講生 計 640名



受講生推移
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区民カレッジ教室
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府民カレッジ教室

ひらかた校

東大阪校

大東・四條畷校

八尾校
富田林校

堺東校

豊能・能勢校

池田校



多くの関係先よりご支援を頂いてます

＜大阪区民カレッジ＞
共 催 認定ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校

一般財団法人大阪市コミュニティ協会
ＮＰＯ法人大阪府民カレッジ

後 援 大阪府、大阪市、大阪市教育委員会、
大阪市社会福祉協議会

＜大阪府民カレッジ＞
共 催 認定ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校

ＮＰＯ法人大阪区民カレッジ
後 援 大阪府、堺市、堺市教育委員会、堺市社会福祉協議会

大東市、大東市教育委員会、大東市社会福祉協議会
四條畷市 四條畷市教育委員会、四條畷市社会福祉協議会
豊能町、豊能町教育委員会、豊能町社会福祉協議会
能勢町、能勢町教育委員会 能勢町社会福祉協議会
富田林市、富田林市教育委員会、富田林市社会福祉協議会
東大阪市、東大阪市教育委員会、東大阪市社会福祉協議会
枚方市、枚方市教育委員会、枚方市社会福祉協議会、
八尾市、八尾市教育委員会、八尾市社会福祉協議会
池田市、池田市教育委員会、池田市社会福祉協議会（順不動）



大阪区民・府民カレッジ

講 座 案 内

募集条件、講座日数 他

講 義 内 容 案 内

○○校 カリキュラム



＜募集案内＞
募集期間：平成30年10月1日～平成31年3月31日まで、

先着順、定員に達すれば締切、地域優先枠あり
（10月10日までは同順、定員超過は抽選）

応募資格：年齢・性別不問、シニア世代を中心とした一般市民
一年間通じて受講できる方。

応募方法：募集要項の受講申込書に必要事項をご記入のうえ、
郵送または本人持参

講座期間：平成31年4月～平成32年3月の1年間
授業 数：26回（午前・午後）
定 員 : 640名（各校40名）
授 業 料 ：26,000円（一括納入）

校外学習費、材料費、現地見学の交通費は、
別途必要です。

※振込後は返金に応じかねますのでご注意ください。
※定員に満たない場合は開校を取りやめることがあります。



学習カリキュラム
⚫地域をよく知ろう（地域愛の熟成を育む）
＊ 地元の歴史、伝統と文化をもっと知ろう

座学とまち歩き

＊ 地域活動・市民交流の基礎知識等
行政機関や市内活動団体、社会福祉協議会等から
地域の課題や活動への取り組みを学ぶ。



⚫クラスカフェ（受講生の語らい）
クラス運営は自主活動のもとに、仲間と交流を深め、
各種行事への取り組みなどを話し合う



われわれの出番（地域でのボランティア活動へ）
カレッジで学び、交友の輪をひろめ、体験したことを
一歩進めて、地域社会活動に参画する。







⚫特定非営利活動法人 大阪区民カレッジ
〒540-0006 大阪市中央区法円坂1―1－35

大阪市教育会館（アネックスパル法円坂）内

TEL 06-6947-2710 FAX 06-6360－4410
ホームページ http://www.osakakumin.org/

⚫特定非営利活動法人 大阪府民カレッジ
〒540-0006 大阪市中央区法円坂1―1－35

大阪市教育会館（アネックスパル法円坂）内

TEL 06-6360-4565 FAX 06-6360-4410
ホームページ http://www.osakakumin.org

http://www.osakakumin.org/
http://www.osakakumin.org/

