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報告事項                     

平成 29 年度 活動方針 

 

●はじめに 

トランプ大統領の登場により政治、経済、世相、常識が一変しており、全く予断を許し

ません。依然として超大国の覇権主義は収まらず先が見えない状況です。日本の果たす役

割は世界中の人達にとって益々大きくなると思われます。対米、対欧、対中外交を直視し

私達シニアは、常にその動きに意を払う必要があります。アベノミクス云々よりも如何に

日本が筋を通し諸外国と話し合いを持ちながら行動する重要な年になりそうです。大阪の

副都心構想の推進並びに大阪万博を始めとする活性化対策にも注目したいと思います。 

大阪府高齢者大学校（以下高大という）では学習を第一義に、仲間づくり、健康づくり

を 3本柱としプラス社会への恩返しを活動方針に掲げています。BSC部門(Bright Senior 

Center)を創設し社会参加活動にも勢い・弾みがつくと考えております。民立民営であるボ

ランティア団体の高大が日本の為、社会の為に今まで以上に貢献する年にしたいものです。  

関西から全国へと、線から面へと活動の場を拡大します。具体的には東京との交流なら

びに海外については中華民國(台湾)との交流会を予定しています。なお、高大 10年記念誌

も発刊の運びとなりました。 

 

●基調方針 

1. 認定 NPO法人の今年度認定取得を目指し、総務部門の重要実施事項とします。また、

ファンディングに真剣に取り組みます。 

2. 高大グループ内の法人には助成金措置を講じておりますが、今後も継続します。但

し、助成金方式から貸付方式に変更し収支の明確化を図る事とします。 

また、グループ内の活動の重複を避け、方針を明確にするため高大グループ連絡会議 

を開催します。 

3. 大阪万博プロジェクトにより誘致に向けた応援を推進します。「勝手連」ですが積極

的に大阪府に提案します。 

誘致の意識を高揚するため応援バッジもつくりました。 

4. 高大設立 10 周年記念プロジェクトを発足させました。高大全組織で取り組んでいき

ます。学校の名称、校章、記念行事等々受講生の意見を取り入れて実施する１年が

かりのプロジェクトです。 

5. 教育部門を①教育部門と②教科研究部門に分割し、それぞれの強化を図ることとし

ます。 

（1） 教育部門については、各曜日教務部長は現場主義に徹しクラスディレクター（以

下 CD）・受講生・講師とのパイプ役・指導者です。担当日には終日教室を巡回し
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実態把握、問題把握・解決に努めるとともに人材の発掘を行います。毎月、曜

日会議を主催し課題の共有化と解決推進を実施します。 

（2） 教科研究部門については、分野毎に専門家を育成し、先駆的カリキュラムを実

施します。積極的に行動し自己研鑽に励み、魅力のある科目の発掘に取り組み

ます。アンケート調査を定期的に実施し受講生の動向を把握するとともに高齢

者の動向調査として位置づけ権威あるレポートにします。 

6. 広報・総務部門 

機関誌の発行、パブリシティに努め、幅広く PR活動を実施します。募集委員会は法

人の根幹をなすため別組織にします。また、6階の旧 11号室を高大グループ連絡会

用の事務所として賃借します。 

7. 事業部門 

従来の殻から脱皮し本来の事業部の機能を果たします。新事業を模索します。高大

に新風を吹き込んでいきます。養父市との連携協定の推進、東日本被災者支援につ

いては引き続き実施します。 

また、熊本地震被災者を視野に入れ対応します。 

8. 戦略部門 

「活き活き総合システム大学校 2020」のスローガンの下、5 年先を見据えたアクシ

ョンプランを推進します。高大 10年記念誌は発刊となり、これの受講生への浸透を

促します。関西シニア大学校交流会の共同宣言の実現化と勉強会を実施します。全

国に向けて行動するための理論構築と実践を行います。人材開発の取組みとしてお

でん会議も継続です。 

9. 情報管理部門 

HP(ホームページ)の体制つくりと新しい感覚を取入れた内容に見直します。子ども

プラザは、さらなる拡大を促し、大阪のこどものための科学の祭典を実施します。

こうした事業拡大に向けてクラウドファンディングを実施し資金対策を講じます。 

10. BSC部門 

全高大生にアピールし浸透を図ります。校友会との連携プレーを強化します。DDS(同

期同窓会)は 7期生、8期生を対象に実施します。KOUDAI  AWARD(社会貢献活動表彰

制度)も継続実施します。 

11. 校友会部門 

校友会の強化のために高大は対応します。BSC 部門を中心として受講生との交流を

実施します。又、年 2回の受講生との対話集会を行います。    

12. 高大グループとして、事業運営の方向性を合わせ、結束力を高めるために法人連絡

会(仮称)を定期的に実施し、グループ内の齟齬をきたさないようにします。また、

大阪区民・大阪府民カレッジ、大阪アクティブシニア協会への支援を継続します。 

特に大阪府民カレッジは今年が正念場だと思います。 

13. 大阪アクティブシニア協会では、会員数の増加に取り組みアクティブシニアフェス  

タに焦点を置き活動していきます。 

14. 募集委員会 

広報部門の中に位置付けていたのを、独立した委員会組織にします。 
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幅広く人材を集め強力な組織にします。 

15. なにわの宮会 

受講生同士・受講生と学校の間に入って元気で明るい風を吹かす「なにわの宮会」

を継続実施します。受講生の小集団活動です。 

挨拶運動を始め、高大の活性化に大きく寄与していきます。 

 

●教育部門  

受講生 2,725 名（被災受講生６名を含む）で講座をスタートいたします。65 科目と昨

年より 2 科目増となりますが、本科教務部、実践研究部の「メンバー」で現場に根差し

た活動を実践します。 

クラスディレクター会議を CD連絡会と名称を改め、実態に即した運営をします。教務

委員会は、教務委員（正/副）の役割を明確にした上で再徹底すると共に、内容の充実を

図ります。 

また、曜日 CD 会議を通じ、CD との意思疎通を図り、迅速な対応で信頼を得ると共に、

充実・強化して運営します。 

曜日教務部長は、各教室に出向き、現場・現物・スピード主義に徹し、受講生、CD、

講師の生の声をタイムリーに吸い上げＰＤＣＡサイクルを的確に回して参ります。 

（1） 大阪市教育会館(以下教育会館)、大阪府社会福祉会館(以下福祉会）住之江公園

管理事務所(以下住之江公園）、森ノ宮ホール（以下森ノ宮）の各教室担当を決

めて巡回し、きめ細かにフォローします。 

（2） 即断即決、デイリー/ウイークリー/マンスリーで課題解決を実施します。 

1. CD およびスタッフ、人材の発掘・育成は年間を通じ教育部門独自、戦略部門と連携

し継続的に行います。また、CDの OB・れいんぼー会の組織基盤を強化し、継続して

人材を発掘出来るようにします。 

2. クラスミーティングの内容・進め方を見直すと共に良い事例の水平展開を図って参

ります。また、白熱教室についても講師への啓蒙、テーマ選択について見直すと共

に、評価システムの充実を図り愚直に進めて参ります。 

3. 学習事業推進部は、主要行事には教育部門のメンバーが顧問となり、また従来から

のアドバイザー制度も継続し、運営していきます。 

さらに、CD・クラス委員長（クラス代表者）及び行事ごとの運営委員が連携して 

推進できるネットワークを年度早々に構築し、迅速かつ効率的に運営します。 

4. 校友会と高大は、車の両輪との認識を強く持ち、高大行事はもとより、校友会との

共催行事および DDS（同期同窓会）の運営などを通じ、更に連携を強化します。 

＜本科教務部＞ 

1. 専攻科目は 45 科目から 47 科目に増設します。講座の午前は講義の充実、午後はク

ラスミーティングの運営を見直し、本音の議論ができるよう楽しい雰囲気づくりを

目指し一年間を通じて良い仲間づくりを強力に展開していきます。校外学習を併用

し、社会への参加活動についても活動事例を水平展開し、授業を運営します。 
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2. 高大型白熱教室をさらに進化させていきます。（発表会型からの脱皮）また、指導役

の講師陣に対する再徹底を行いレベルアップを図ります。受け身型の学習スタイル

から能動的に人前で闊達に発言できる学習スタイルが少しでも身につくような授業

スタイルにしていきます。（アクティブラーニングの徹底） 

3. 講師交流会は、全科目の講師が出席するように実施方法を抜本的に見直し、年に 1

回開催します。 

4. 修了式、入学式は、儀礼的な式は短く、全員が出席して楽しい手づくりの行事とす

る企画・運営を継続して原点から見直しの上、実施します。 

5. 各クラスの委員長との連携を深め、クラス運営が円滑に推進できるように昨年度か

ら実施した「全クラス委員長会議」を継続して開催します。 

6. 平成 29 年度早々のオリエンエーションでは、「曜日別合同オリエンテーション」を

行い、高大としての重要施策（白熱教室、社会参加活動、クラスミーティング他）

は、受講生に直接説明し、再徹底を図ります。 

＜実践研究部＞ 

講座 18 科目｛シルバーアドバイザー (SA)養成講座 3 科目含む｝間で、実際の活動事

例を紹介するなどの交流を行い、水平展開を図って参ります。 

「学習としての社会への参加活動」の認識を深め、在校中・修了後の地域での社会への

参加活動へのきっかけ作りを目指して、実践活動を行います。 

社会への参加活動の実践を継続的に発展させるため、BSC部門をはじめとして大阪区民

カレッジ・大阪府民カレッジ・校友会・その他高大関連団体及び地域社会との情報交換

や活動の交流を強化します。 

＜学習事業推進部＞ 

1. 高大の理念・方針に沿い、受講生のニーズを取り入れて「学習」、「仲間づくり」、「健

康づくり」の 3 本柱を基本に置いて、受講生が楽しめる遠足、スポーツ交流大会、

高大祭、修学旅行ほかを念頭に学習事業を推進していきます。 

2. スポーツ交流大会および高大祭を最重点に捉え推進責任者として、教育部門のメン

バ-が専任体制で運営します。 

アドバイザー制度は継続し、CD・クラス委員長およびクラスからの委員が連携して推

進できるネットワークを、年度早々に構築し迅速かつ効率的に運営します。 

3. これらの推進母体として、運営体制は学習事業実行委員会と各行事実行委員会を一

元化し、昨年と同様に早期に立ち上げて運営します。 

4. 高大グループとしては、受講生を主体として、校友会、大阪区民・大阪府民カレッ

ジと一体となった体制を構築します。 

5. クラブ活動については、受講生の自主性を尊重し「この指とまれ方式」を継続する

と共に、受講生が活動しやすいように、早期に立ち上げます。複数年度継続して取

り組むクラブは、年度早々に立ち上げることができるように致します。 
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＜校友会連絡部＞ 

1. 本校の同窓会連合体組織として、高大との共同作業 BSC 部門 V.コンシェルジュを活

用し、積極的に校友会への入会募集活動を推し進め更なる発展と定着化を図ります。 

2. 高大主催のスポーツ交流大会、高大祭、夏・冬の音楽会等に参加協力し、高大との

一体感を目指します。 

（1） 高大主催の行事に参加し校友会入会募集活動を促進します。 

（2） 同窓会連協の「文化祭」への参加協力や「教養講座」への参加協力を推進しま

す。 

（3） 高大と校友会との共催で実施する親睦一泊旅行への参加協力を推進します。 

（4） 高大祭への参加協力を強化します。 

3. 校友会主催の文化祭開催に向けて検討します。 

＜シニアスポーツ推進部＞ 

シニアの健康づくり・体力づくりをめざし、ニュースポーツの出前サポートは関連講

座と提携・協力し社会貢献の一環として事業の企画・運営を進めます。 

1. 生涯スポーツディレクター（以下 SSD）高大グループは高大スポーツ交流大会で競技

指導・審判協力、シニア向けのニュースポーツの出前サポートに協力して進めます。 

2. 「大阪マラソン」及び「大阪国際女子マラソン」のボランティア募集を行い、参加

協力します。 

3. （公財）日本相撲協会との提携を更に深め、大相撲全場所・及び大阪場所の予約販

売を行います。 

4. 生涯スポーツディレクター養成講座を（公財）大阪府レクリエーション協会との協

力体制で、年 2回大阪府下の市で募集開講します。 

 

●教科研究部門 

将来を見据え、時代の流れや環境の変化を先取りし、魅力ある高大を構築し続ける中

核部隊として“ヘッドワーク”、“フットワーク”、“ネットワーク”を駆使した活動に専

念し、部門として平成 29年度独立した結果を追求し続けます。 

今期の主な活動方針は次の通りです。 

1. 改革意識を発揮し、「先駆的なカリキュラム」の構築「魅力ある講師」の発掘を継続

し、結果を残します。 

2. 講座改革の中核部隊として「分野別専門分科会」を通年活動が出来る体制にいたし

ます。 

3. 「講座提案システム」を本格的に導入し受講生は勿論のこと全高大関係者から広く

提言・提案を募り、講座に関わる内容の魅力度、満足度を高め続けます。 

4. 創造的な活動で新規科目の導入、既存科目のバージョンアップ・新陳代謝を図りま

す。 

5. 「人材バンクシステム」の構築を促進させます。 
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6. アンケート調査を継続し、講座改革に活かすとともに、生涯学習の高齢者の動向調

査としての他に類をみない権威あるレポートにいたします。 

 

●事業部門 

＜事業企画部＞ 

「渉外部」を改組し、「事業企画部」とします。学習関連以外の事業を計画立案し、受

講生の学生生活の充実に寄与します。 

加えて地元、地域社会との学習連携等の外部活動にも協働して高大の PR に努めます。

更に、将来的な高大の経営安定のために、学習以外の事業を検討調査します。 

＜イベント部＞ 

「文化・イベント・旅行部」を「イベント部」に改組します。「福祉部」を廃止し、福

祉部事業は、イベント部に編入します。 

1. 「普通救命講習会」を平成 29年 5月、9月に開催します。 

2. 文化庁・文化芸術振興費補助金事業で「伝統文化親子教室」を平成 29年 7月から 11

月まで 6回開催します。 

3. 「だまされへんで！悪質商法」を平成 29年 7月に開催します。 

4. 第 6 回夏の音楽会」を平成 29 年 8 月 27 日に、エル・おおさか 「エル・シアター」

に於いて開催します。 

5. 「四天王寺の歴史に学ぶ」を平成 29年 9月に四天王寺において開催します。 

6. 「男の料理教室」を平成 29年 9月 18日、平成 30年 1月 8日の計 2回大阪ガスハグ

ミュージアム（大阪市西区）に於いて開催します。 

7. 「ビールうんちく講座」を平成 30年 1月になにわのみやホールに於いて開催します。 

8. 「第 10回いずみホール音楽会」を平成 30年 2月 24日にいずみホールに於いて開催

します。 

＜被災地支援部＞ 

1. 「東日本被災者支援大学校」を「被災地支援部」に改名します。東日本だけではな

く、熊本地震の被災地ほか、被災者の支援事業にも取り組みます。 

2. 避難者支援団体等の組織や各種イベントに参加し、情報交換を深め、連携した活動

にも取り組みます。 

＜高大＝養父市学習連携事業＞ 

養父市の地域振興、相互の人的交流その他について協議を継続し、より良い計画実現

に努めます。平成 29年 4月 19日に連絡会議を開催しました。また、8月 7日～8日（一

泊二日）、平成 30年 1月にも連絡会議を開催する予定です。 
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●情報管理部門 

＜教務事務部＞ 

1. CDの交通費と講師の謝金管理システムの円滑な運営に努めます。 

2. 受講生台帳の集計管理と出席簿の学期単位のデータベース化並びに修了証書と皆勤

証書の発行を行います。 

＜システム部＞ 

1. 募集データの集計システムにて新受講生へ合格通知、入学案内など入学準備の体制

づくりを行います。 

2. 受講生、講師、スタッフのデータベース化して管理運営に努めます 

＜子ども事業推進部＞ 

1. 「法円坂子供プラザ」は科学ともの作り体験型教室を 2クラス 90人で年間 8回開催

します。 

2. 「法円坂子どもフェスティバル」は 7月に開催します。 

3. 「大阪科学フェスティバル」は北区民センターで 8月に 2,000人規模で開 

  催します。 

4. 「ITパソコンお絵かき教室」は近隣幼稚園、小学校中心に 15回以上開催します。 

＜HP 部＞ 

1. 4 月よりリニューアルした HP で内容の充実とビジュアル化、告知・報告のスピード

アップに努めます。 

2. 募集情報、イベント情報をリアルタイムで更新します。 

3. クラスでのブログを立ち上げ高大 HPにリンクを推進します。 

4. ITサポート研修会を開催して ITスタッフを育てます。 

 

●BSC 部門 

1. SA講座修了生（8期生）対象に、大阪府知事認定証推薦交付業務を推進し、10月 17

日に認定証授与式を開催します。 

2. V.CONCIERGE部では、校友会とも一体となり受講生、修了生の社会参加活動を推進し

ます。またボラバスによるボランティア体験ツアーも企画します。 

3. 今年度も『DDS』、『KOUDAI AWARD』を募集し表彰式・発表会を行います。 
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●戦略部門 

＜調査・政策部＞ 

1. 関西シニア大学校交流会及び勉強会 

平成 29年度の関西シニア大学校交流会は徳島県において開催が予定されており、そ 

れに先立ち 7月 12日に勉強会を実施したいと考えます。ここでは前回の勉強会及び 

交流会における討議の内容を踏まえ、より具体的な活動の展開について議論したい 

と考えています。 

また、共同宣言の趣旨を踏まえた具体的な行動として、首都圏、中部地方等の生 

涯学習支援組織との交流などを積極的におこない、世の中が求める 

シニアのあり方や活動に積極的に取り組める企画提案を発信していきたいと考えて 

います。 

2. 5年先を見据えた戦略 

戦略アクション会議の活性化させるために、高大全体のベクトル合わせが 必要で 

あり、それぞれのプロジェクトや部門の「計画と実践を可視化」することにより、 

ベクトルの合った活動の展開について引き続き検討していきたいと考えます。 

3. 特別教材の活用に向けて 

「高大 10周年誌」は多くの関係者の支援を得て完成したもので、今後このネットワ 

ークを更に強化し、高大の発展を祈念したいと考え出版記念パーティを実施します。 

また、この記念誌を日々の活動に活かす為に特別教材として活用しますが、カリキ 

ュラム上の取組み等の後追い調査を実施し、ホローすることが重要と考えています。 

これからもアンケート及びインタビューを実施し、継続的に内容の充実を図りたい 

と考えています。 

＜人材開発事業開発部＞ 

1. 人材発掘事業については「具体的に必要な分野の人材」を割り出し「選択と集中」

で取り組むことが重要であり、このスタンスに力点を置いて取組みます。 

2. 高大は「人が宝」であるとの基本に立ち返り、関係部門の持つ強みを活かし協働で

人材を発掘する体制作り」を図ります。 

 

●広報・総務部門 

＜広報部＞ 

1. 広報誌 

広報誌「れいんぼー」は年 4回（4，7，10，1月）充実した内容で発行致します。 

インタビュー、対談、行事や授業の取材など受講生参加型の新しい企画を実施しま 

す。 
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2. パブリシティ 

（1） メディア対策の基本としてプレスリリースを、引き続き発信します。 

あらたに情報管理部門と協働で HPを中心に WEBシステムを利用した SNS(ソーシ 

ャル・ネットワーキング・サービス) を推進します。 

（2） 企業対策については、広報および募集活動を継続し、その効果向上のため有効

な PRの方法の検討と新規企業の開拓を展開します。 

＜総務部＞ 

1. 平成 29 年度は教員会館に新たに 2 教室が確保出来ましたので、講座 65 科目を 4 会

場（教員会館、福祉会館、住之江教室、森之宮ホール）にて、受講していただける

ようになりました。 

前年度は、5 会場で受講生の方々には、共通講義、クラブ活動及び受講生間の交流

等でご不便をお掛けしたことと思いますが、幾分かは改善されると思います。 

2. 本年度は、５月の通常総会後に、認定 NPO法人取得の為に大阪市へ申請書を提出し、

認定証を受理すべく万全を期します。 

＜経理部＞ 

認定 NPO法人取得には、経理の適正性が必要です。経理処理については 、さらなる精

度向上にむけて努めてまいります。 

＜事務局＞ 

1. 高大事務所の狭隘解消を図るため 6階旧 11号室のスペースを賃借することとします。

また、美術関係の道具類の保管用倉庫も併せて賃借します。 

2. 印刷事務機の更改について高速、ソート機能等を有した機器の導入を図ります。 

＜ファンド・社会事業部＞ 

高大は、講座事業以外にシニアや子ども事業など社会貢献事業を推進する為に多くの

寄付金が必要です。イベントや社会貢献事業などの機会に募金活動を続けて参りますの

で、引続きご協力の程宜しくお願い致します。 

 

●募集委員会 

「平成 30 年度受講生募集」は平成 29 年度の受講生募集の総括と応募結果の分析を行

い、特に科目の選定と内容の充実を図り、定員の見直しと地域別受講生の分布を分析し、

新規受講生の増加を図ります。 

そして、募集委員会を早期に立ち上げ、次の通り早め早めの取り組みを行います。 

1. 「平成 30年度受講生募集」の方針と骨子を早めに協議し決定します。 

2. 府政だより、区民だより、市政だよりなど府下市町村への広報活動を早い段階から

開始し、校友会、地区 SA、同窓会などの組織を通じ、PRしていきます。 

3. 募集要項の案内チラシを作成し、府下で行われるイベントや企業 OB会・同窓会に告 
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知してまいります。募集要項は 32頁と 4頁の二種類作成し、それぞれの特色を生か 

した配布を行い、新規受講生の獲得に向けて行動します。 

4. 地域別受講生の分布を分析し、オープンキャンパスの実施、講座説明会の開催場所、

新聞広告、ラジオ広告など再検討し、受講生の少ない地域の対応を検討実施します。 

5. HPでの募集要項、応募状況をリアルタイムに掲載発信し、HPから受講申込が簡易に

なるように更に検討し、新規受講希望者への告知を図ります。 

    

●高大なにわの宮会 

高大なにわの宮実行委員会が主導する「風通しの良い高大」を目指した活動は、今年

で 3年目となりますが、平成 28年度の活動を着実に継続、実行し、定着を図ります。 

1. 挨拶運動の推進 

目標とする「風通しの良い高大」を作り上げて行く上で、挨拶は全てのベースとな 

るものです。従って、本年もなにわの宮会の柱となる活動として、挨拶運動を展開 

して参ります。 

具体的には、4月、9月、1月を活動週間として、活動効果を高めるために集中的に 

実施します。その他の月は挨拶の日を設定し、活動が年間通してのものになる様に 

いたします。 

2. 交流会の実施 

高大の組織改定、業務内容の変化、人の入れ替わりなどにより、部門間の連携、風 

通しがより一層重要になります。平成 28年度からスタートした「○○さんとお昼の 

ティ－タイム」を高大スタッフとの間でも展開します。 

また受講生との「○○ さんとお昼のティ－タイム」については、平成 28年の 1.5倍

にあたる 30クラス以上の実施を目指します。また交流会で出た課題についてのフォ

ローアップ体制を、強化してまいります。 

註：ここで“○○さん”は、理事長のことです。 

3. 広報活動 

「高大・なにわの会川柳の広場」は継続し、参加者の拡大を図ります。     

また、なにわの宮会のブログは継続し、タイムリーな情報発信に努めて参ります。 

4. その他活動 

高大なにわの宮実行委員会を定期的に開催し、常に効果的な活動テーマ、 内容等 

を検討して参ります。 

 

●OBP 実行委員会 

大阪府は昨年 10月に｢人類の健康･長寿への挑戦｣を基本テーマとした 2025大阪万博誘

致のための基本構想を発表しました｡ 本年 4 月に国際博覧会事務局へ立候補申請しまし

た。 

高大は万博誘致への応援や盛り上げのための活動を以下のように行います。 
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1. 29 年 1 月に｢高大大阪万博プロジェクト（OBP）実行委員会｣（18 名で構成）を立ち

上げ、万博誘致を応援するための活動を行います。 

2. その一環として、誘致応援や盛り上げるための応援バッジを製作し多くの受講生に

着装のお願いしていきます。 

3. 各委員から高大として万博会場で実行できる活動や万博の事業展開の参考になる提

言をまとめ、大阪府の担当チームへ提出し、大変感謝をされました｡今年度は提言の

具体化について検討を行っていきます。 

 

●「創立 10 周年記念」プロジェクト実行委員会 

 1.  NPO法人大阪府高齢者大学校は、平成 30年 4月 1日をもって創立 10周年を迎えま 

す。本年度は準備年度として「創立 10周年記念プロジェクト委員会」を立上げます。 

2.  10周年記念行事に向けて、高大全組織で取組み“未来への挑戦”という理念に鑑み、

高大の名称・校章・記念行事等を検討していきます。 

 

●大阪区民・大阪府民カレッジ 

1. 平成 28年度大阪区民カレッジは中央校、北校、城東校、東成校、天王寺校、西校の

６校、大阪府民カレッジは東大阪校、ひらかた校の 2校 地域 密着カレッジは合計 

8校 320名の受講生を受け入れました。 

2. 大阪市内は大阪区民カレッジが、大阪府は大阪府民カレッジが運営します。趣旨は

同じですので、連携して活動してまいります。 

3. 来期、大阪市内、大阪府下に地域カレッジの設立の希望が寄せられています。趣旨

を確認しながら、支援してまいります。 

 

●NPO法人大阪アクティブシニア協会 

アクティブシニアがあふれる大阪事業(大阪府委託事業)を推進します。 そして、次年

度に向けて新たな事業提案を行っていきます。 

1. 「アクティブシニアフェスタ 2018」(第 10回記念大会)を開催します。 

2. 高齢者施設、小学校、地域の各種催事、大阪出前サポートバンク事業の充実を図っ

てまいります。 


