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特定非営利活動法人　共に生きる 代表者 江藤　裕子
ＴＥＬ 097-553-0702
ＦＡＸ 097-553-0702
E-mail myfamily@tomoniikiru.com
URL https://www.facebook.com/tomoniikiruai/

ＮＰＯ傾聴セラピスト　すいーとぴー 代表者 岸田　勝代

E-mail sora-iro1983@softbank.ne.jp

代表者 牧　久美

　

大分市生活学校連絡協議会 代表者 小野　ひさえ
住所 大分市上宗方30-5
ＴＥＬ 097-541-5354
ＦＡＸ 097-541-5354

ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会大分支部 代表者 小林　弘幸
ＴＥＬ 097-500-9010
ＦＡＸ 097-500-9010

連合大分大分地域協議会 代表者 矢野　正一
住所 大分市中央町4-2-5　ソレイユ6階

事務連絡 関口　功司
ＴＥＬ 097-533-5655
ＦＡＸ 097-533-5658
E-mail rengouoitatikyou@jeans.ocn.ne.jp

おおいた笑いひまわりクラブ 代表者 西田　より子
ＴＥＬ 090-5745-7368
ＦＡＸ 097-542-6223
E-mail coluru-haha@cma.bbiq.jp

おおいたパパくらぶ 代表者 幸野　晋也
ＴＥＬ 090-1349-5035
E-mail yukinon740506@i.softbank.jp
URL

男女共同参画推進団体　詳細情報

平成28年度より青少年からの発達障がいの当事者、家族に寄り添い活動
を展開しております。
当事者のおしゃべり会、当事者家族のおしゃべり会でみんなで一緒に学ん
でいます。よろしければご参加ください。

あなたの心の奥にある不安や悩み、本当の気持ちを、傾聴セラピストに話し
てみませんか？話すことによって心が軽くなる場合もあります。傾聴セラピ
ストはあなたの心に寄り添います。
※傾聴セラピストとは、長時間の研修と様々な事例を扱うロール･プレイの演
習、さらに数十人の方々への実習を終え、「傾聴セラピスト認定試験」に合
格した「傾聴」の専門家です。

次世代へつなぐ環境保全活動に努めていますが、毎年保育園児との桜の
植樹を実施しています。また、世界的課題として食の貧困が叫ばれています
今、食品ロスについての活動を続けています。
皆さんと共に連携、啓発、豊かな環境づくりをめざしましょう。
レジ袋持参運動は市・県・市民協調の成果を上げ、モデル県になっていま
す。

大分市地域婦人団体連合会

「心の通いあう地域づくり」を目標にしています。地域の自治部会、社協、青
少協、体協、公民館などと連携をとり地域婦人会として縁の下の力持ち的存
在で活動をしています。

多くの人にファイナンシャル・プランニングとは何かを知ってもらうとともに、
優秀なファイナンシャル・プランナーを育て、少子高齢社会において、男性も
女性も生涯に亘り経済的に不自由のない豊かな生活を送るための、健全で
適切なファイナンシャル・プランニングサービスを提供することにより、日本
経済と国民生活の向上を目指す。

連合大分は、地域の働く人のよりどころとして、地域制作の実現や労働相
談、組合結成の支援などの取り組みをしています。そのような中、連動大分
に加盟する労働組合のうち、大分市・由布市の労働組合により構成されて
おり、「地域で顔が見える運動」をキーワードに、末組織労働者の組合結成
等の労働運動をはじめ、仕事や家庭、くらしの悩み等に関わる市民度相談
（無料）を展開しています。

【笑いヨガ】とは、笑いたい人なら誰でも、理由なく笑える健康法（エクササイ
ズ）です。笑いヨガは、笑いの体操とヨガの呼吸法を組み合わせたもので、
笑うことで新鮮な空気を効率よく取り入れることができるので、活力を実感で
きます。初めは作り笑いからでも、いつの間にか自然な笑いに変化していま
す。
毎月第3土曜日13:30～約1時間に当センター会議室2階において笑いヨガ
定例会を実施しています。一緒に大笑いしませんか？参加料は無料、水分
のみお持ちください。お待ちしています。

子育て中の父親同士のヨコの繋がりつくりを目的に結成されたパパサーク
ルです。親子で楽しめるイベントの他、懇親会や家事育児についての講座
等を開催。入会には会員登録・会ｈなど細かい規約はありません。誰でも参
加できるときにだけ参加するゆる～い活動を行っています。

htpps://yukinon740506.wixsite.com/papaclub
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生活協同組合コープおおいた 代表者 青木　博範
住所 大分市青崎1丁目9番35号
ＴＥＬ 097-524-0118
ＦＡＸ 097-524-0129
URL http://www.oita.coop

代表者 一万田　正彦
住所

おおいたNPOデザインセンター内

事務連絡 山下　茎三
ＴＥＬ/ＦＡＸ 097-574-5258
E-mail npokeizo@oct-net.ne.jp
URL http://www.facebook.com/oyajinet/

　

プレイバックシアターOnce（ワンス） 代表者 重石　多鶴子
ＴＥＬ 090-1197-0428
E-mail jamth2010@yahoo.co.jp
URL http://playbacktheater-once.com

大分商工会議所女性会 住所 大分市長浜町3丁目15番19号

ジュズダマ・プロジェクト 代表者 伊達　久美子
URL http://juzudama-project.jp

代表者 長井　たみ子
住所 大分市青葉台3丁目12-7
ＴＥＬ 097-544-5057
ＦＡＸ 097-544-5057
E-mail tamichan@oct-net.ne.jp

　

退職公務員連盟大分市中央支部 代表者 上田　精司
住所 大分市大字下郡496-38　大分県教育会館内
ＴＥＬ 097-556-6033
ＦＡＸ 097-535-7090

住所 大分市明磧2組
ＴＥＬ 097-545-5441
ＦＡＸ 097-545-5441
E-mail http://www.coara.or.jp/~oitatomo/

特定非営利活動法人　リラクセーション桜 代表者 吉岡　尚美
住所 大分市豊町1-3-4
ＴＥＬ/ＦＡＸ 097-529-5009
E-mail npo.sakura.y@gmail.com
URL www.nposakura.jp/

NPO法人　地球人倶楽部 代表者 河野　祐治

ＴＥＬ 097-534-6627
ＦＡＸ 097-534-6627
E-mail nnt@oct-net.ne.jp

大分友の会

衣食住、子どものこと、家計のことなどを共に学び、励み活動しています。友
の会に入ってご一緒に勉強や活動をしませんか。
是非、ご連絡ください。

心身の不調に不安や興味がある方に対して、リラクセーションを活用した健
康維持・増進のための教室や研修に関する事業を行っています。

大分市に在住しておられる外国人の皆さん。私達は皆さんの日本語学習を
支援するため、日本語の教室を開いています。
教室ではマンツーマンで、日本語の学習指導や日本の文化や生活習慣に
かかわる事の助言や指導も行っています。
毎週火曜日・金曜日はアイネスで10時~12時、木曜日にコンパルホールで
18:30～20:30に開いています。一緒に日本語を勉強しましょう。

相手の心に響く朗読をしたいと、メンバー全員月一回の勉強会を行っていま
す。
対面朗読のご希望がありましたら、ご連絡下さい。

会員の大半を教職OBが占める関係で、子どもルーム・保育園・幼稚園・小
学校との交流ができる活動を。また社会貢献のひとつとして、交通安全運
動、子ども見回り、愛のタオル寄贈等を行う。PTAが女性に集中する中、交
流を通じて支援する。もって、地域における男女共同参画の基盤づくりを推
進する。

″くらしのどこかに生協を″を合言葉に組合員のくらしに寄り添った事業、
活動を県下全域に展開しています。詳しくはホームページをご覧ください。

おおいたおやじネットワーク
大分市大字古国府5-3　コーポふじの101号室

参加者の中から体験を語っていただき、プレイバックシアターという即興劇で
出来事や気持ちを再現します。語った人は体験を客観的に見ることができ、
癒やされたり新たな気付きを得たりします。参加者は共感したり、立場の違
いや考えの異なる人に対する理解を深めたりする機会となります。メンバー
は月1回の稽古を楽しく行い、公民館等で公演を行っています。子育て支援
や男女共同参画意識の醸成に貢献したいと思います。いっしょに活動したい
方の入会も受付けています。

「他の学校のおやじの会はどんな活動をしているのだろうか？」
｢運営はどのようにやっているのだろうか？」
という事が気になりませんか？
このネットワークに参加し、いろいろな情報交換をしませんか？

女性の立場から商工業に関する諸問題について調査研究し、経営知識を教
養を深め、もって地域商工業の発展と社会一般の福祉の増進に寄与するこ
とを目的としています。

地域の高齢者によって支えられ実施される「農業」「福祉」「地域振興」の３つ
を連動した循環型コミュニティビジネスの実現をめざしています。荒廃田を利
用してジュズダマを栽培し、収穫したジュズダマから高齢者によって技術を
生かしたお手玉や和紙、保温マットの制作等に取り組んでいます。
また、作成したお手玉を使ってお手玉健康教室を企画。

朗読ボランティア　グループ「響」
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代表者 谷川　真奈美
ＴＥＬ 097-547-2424
E-mail info@chiiki-hito.net

NPO法人　ママの働き方応援隊　大分校 代表者 植木　あや
ＴＥＬ 090-3463-3406
E-mail mamahataoita@gmail.com
ＵＲＬ https://www.mamahata.net/

事務連絡 上山　容江
ＴＥＬ 090-3728-3769
 URL https://www.ooitawba.jp/

代表者 奥　結香
E-mail sabaoku@gmail.com
ＵＲＬ http://293sk.xii.jp/

星の会（不登校を考える親の会） 代表者 加嶋　文哉
住所 大分市ひばりヶ丘5-5-11
ＴＥＬ 097-511-5831
ＦＡＸ 097-576-9489
E-mail toiawase@hoshinokai.net
URL http://hoshinokai.net/

事務連絡
E-mail ryo-chi@us.oct-net.jp

チャイルドラインおおいた 代表者 平井　貴美子
住所 大分市六坊南町2-47

ＴＥＬ 090-3322-3699
E-mail childline.oita@gmail.com

「子どもが不登校の親と会って話をしたい」そんなささやかで切実な願いから
「星の会」はできました。
例会では、体験を語り合います。情報を共有します。気持ちを受け止め合い
ます。そして、考え方を深め合います。同じ立場の親の集まりだからこそでき
ることです。

【子育て中がメリットになるママのお仕事づくり】ママの働き方応援隊
子どもとの時間を大切にしつつ、社会貢献できる赤ちゃん先生。赤
ちゃんがいるからこそできる！赤ちゃんがいる今しかできない！そん
な活動です。全国で2000人のママと赤ちゃんが活躍しています。0歳
の赤ちゃん、育休中のママも参加できます。
そしてそんな赤ちゃんをお持ちのママを支える、先輩ママの活躍もあ
ります。ママである自分を好きになれるママの働き方応援隊。大分で
は一緒に活動してくれる方をお待ちしています。

近年大災害が頻発しています。自分や家族の命は人任せにはできません。
災害に備えて日頃から防災・減災をしておきましょう！活動内容は、①月例
会（学習・ワークショップ、体験、交流、視察研修等）、②会報の発行（メー
ル、郵送）、③家庭での防災・減災対策の実施、④地域や所属組織等での
防災・減災の活動・支援、⑤他団体との連携・協働と啓発活動です。あなた
が無理せずに継続できる範囲でご参加ください。

こんにちは！LGBTサポートチーム　ココカラ！です。
LGBTサポートチーム　ココカラ！はセクシュアリティ（性のありよう）のことで
悩んでいる人とつながることや啓発活動を行うことを目的に発足しました。
・割り当てられる性別とは別の性で行きたい・好きになる相手の性別が異性
ではない・恋愛感情というものが分からず悩んでいる　等　セクシュアリティ
に関する悩み事、私たちや仲間と一緒に話してみませんか？当事者交流会
（ここ×からーずカフェ）を開催しています。

ＳＯＧＩＥ（LGBT）サポートチーム　ココカラ！

特定非営利活動法人　地域ひとネット

「誰も排除しない、何も排除しない」を理念をし、人と人の関係を紡ぎ地域や
職場、学校での良好な人間関係づくりのお手伝いをする活動を実施してい
ます。地域の世代間交流、学校での子ども達の仲間づくりや保護者同士の
関係づくり等、あらゆる人が同時に参加し楽しめるコミュニケーション・プログ
ラムを是非体験してみてください。
■ふれあい囲碁を活用した「地域づくり人づくり」事業
■市民活動団体の活・運営支援や協働コーディネートなどの「中間支援事
業」

大分市女性防災士会

大分県退職現職女性教育管理職等の会「いずみ会」

戦後間もない昭和29年に「婦人校長・教務主任の会として設立。昭和33年
には、女性管理職の進出がいずみの湧く如く、つきることなく、枯れることな
く発展することの願いを込めて「いずみ会」と名付け、以後、そのための活動
を全国、九州、県内の仲間とともに進めています。
大分県教育の振興充実と後輩女性教職員の育成進出を側面から協力援助
しています。

○18歳までの子どもが誰でもかけることのできる無料専用電話の開設
学校や家庭に居場所を見つけることができない子どもたちにとって、ホッとで
きる場、1本の電話でつながる「心の居場所」です。

○電話で受けた子どもの声を社会に発信
電話で受けた子どもからのメッセージを社会に発信し、様々な立場の大人と
共に考え、子どもたちが生き生きと生活できる環境づくりを目指します。
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代表者 髙木　容子

代表者 小野　ひさえ
住所 097-541-5354
ＴＥＬ 097-541-5354

ダブルケア大分県しましまかふぇ 代表者 佐藤　智子
ＴＥＬ 090-5020-0638

E-mail ytka0930@gmail.com

代表者 宮瀬　雅士

ＴＥＬ 097-541-6841
E-mail miyasemasashi@gmail.com
URL

一般社団大学女性協会大分支部 代表者 藤内　和子

ＴＥＬ 097-541-6559
ＦＡＸ 097-541-6559
E-mail kzk-1950@oct-net.ne.jp
URL https://www.jauw.org/

代表者 宇野　乃里子

E-mail keichou.andante@gmail.com
公式LINE ID＠275dqumz

または「傾聴セラピスト　アンダンテ」で検索

予防カフェ 代表者 後藤　順子
ＴＥＬ 090-7150-9090  （首藤　明子）
ＦＡＸ 097-560-0330
E-mail yobo.cafe.oita@gmail.com
URL

子育てと介護の同時進行のことをダブルケアと言います。子育て中のご家
族が同居でなくても病気などによりケアが必要なほかの家族（両親や祖父
母、義理の家族も含まれます）のお世話や生活のお手伝いをしている場合
も含めます。
私たちしましまかふぇは月１回集いの場を開催しております。ダブルケア当
事者やママさんスタッフがお待ちしています。お子さん連れでも要介護者が
ご一緒でも参加していただけますよ。お悩み相談や情報交換など、気軽に
お話しましょう。

健全な社会教育活動の推進をはかり、会員相互の連絡提携・親睦を図り地
域活動を行うとともに地域の活性化に寄与することを目的としています。
福祉問題（地域福祉の現状と課題）や地域活動の課題（生き甲斐ある高齢
社会と地域づくり）の研修会などを行っています。

大学女性協会は本部と24支部で構成され、大分支部は1948年に発足しまし
た。女性の高等教育の向上、男女共同参画の推進、国際協力と世界平和を
目的としています。全国セミナーの最近のテーマは「教育・ジェンダー・共生」
で、啓発・提言活動に取り組んでおり、奨学金事業も行っています。大分支
部では上記事業の推進と共に現代社会における課題の研修、県内で学ぶ
留学生との交流、文化・遺跡を訪ねる研修旅行等を行っています。

おおいた子どもの未来を語る会

子ども・若者支援や子育て支援に携わる方々の連携と学びの場です。
例会は各会のテーマにお詳しい行政やＮＰＯ関係者等をお招きしています。
詳しくはFacebookページをご覧くださるか、お問合せください。

https://www.facebook.com/ooitakodomomirai

大分市・由布市アカデミアの会

ポッセ（ストレスケア）

現在社会の中で受ける様々なストレスを軽減し、上手にストレスを解消する
方法をセミナーや講座、ワークショップ等で伝えています。
毎日をイキイキ生きることが、心身の健康維持・増進を促進します。リラク
セーション法もお伝えいたします。少人数の勉強会やセミナーも行っていま
すので、お気軽にお問合せください。

傾聴セラピスト　アンダンテ

日々の生活の中で悩みを抱えている様々な方のこころの負担を軽くしたり、
前向きに明日を迎えられるよう支援する活動を行っている団体です。
※傾聴セラピストとは研修・演習、実習を終え「傾聴セラピスト資格認定試
験」に合格した「傾聴」の専門家です。

【主な活動】
〇傾聴セラピー
〇傾聴に関する講座やワークショップ
〇施設などに出向いて傾聴セラピー・講座など

防災・認知症に関する知識等の普及活動を通して安心して暮らせる地域づ
くりを目的としています。
防災講座、防災訓練、認知症予防講座、、もしもの時の応急手当講習、終
活相談など、自分らしく生きていくための講座等を行っています。
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代表者 中内　信孝

ＴＥＬ 090-9563-0830
住所 大分市中島中央２丁目２番４５号
E-mail info@oitacamp.com
URL https://oitacamp.com

大分市医療的ケア児者の親子サークルここから 代表者 安藤　歩

ＴＥＬ 097-511-0727
ＦＡＸ 097-511-0727
E-mail　 i.care.oita.cococolor@gmail.com

性のお話ができるおへや　mami25（マミニコ） 代表者　 三重野　真美

　
ＴＥＬ 090-7387-2672

E-mail tasty_cranberry1125@yahoo.co.jp

発達障害　親子の会　リクルール

　

E-mail life.kleuren@gmail.com

本会は子育て中の親世代の方と子供たち、また性に関する事に関
心の
ある一般の方へ、科学的な視点で性の話を伝え、包括的性教育とい
う
内容を広く知ってもらう事で、正しい知識を提供し恋愛や妊娠、子育
て等
における考え方や行動の一助となる事を目的としています。

発達障害の子を持つ親同士の交流を通じて、会員相互の親睦と情
報交換、癒しの場の提供を目的とし、事業として講師を招いてのイベ
ント等を行っています。

医療的ケア児・者とその家族の輪を作り、 交流を図れる場関係をつくること
で、 児者と家族の双方とも、より活き活きと、 笑顔で子育て・生活できること
を目指します!
この親子サークルで、 人とつながり、 愚痴を言い合い、 悩み 情報を共有
し、 などなど 孤独さや苦しさなどは減らし、活き活き楽しい子育て・生活へ
の輪を広げませんか? そして、これからの支援が少しでも充実していくよう、
医療的ケア児・者のことを伝えられるような活動もしていけたら、と思いま
す。

大分市キャンプ協会

ファミリーで自然を体験できるアウトドアやキャンプのイベントを企画し、公益
社団法人日本キャンプ協会の公認指導者資格を有するメンバーが中心と
なって、引率や指導を行っています。
生活体験や生活体験や自然体験の機会が減っている子どもたちに、キャン
プやアウトドアをじて、 自然の大切さや楽しさを伝え、 自主性・協調性･コ
ミュニケーション力なの目的を身に付けてもらうことと、 年齢や性別に関わら
ず、 キャンプだけではなく家庭 地域生活などでも活かせる様々なアクティビ
ティや生活技術を身に付けてもらうを目的としております。


