
やお福祉プラットフォーム

グループ名 主な活動日 主な活動場所 会費 主な活動

グループ まほろば 毎週火曜日 サポートやお 3,000円/月 コーラス

手話サークル・フレンド 毎週木曜日 サポートやお 1,200円/年
聴覚障がい者と交流、手話の学習
地域住民や小中学生への手話指導と啓発活動

人形劇団　ミックスジュース 毎週木曜日 サポートやお 無し 人形劇、パネルシアター、大型絵本、手遊び

NPO法人 コミュニティーワーク
電話相談：月～金曜日

セミナー等：随時
つどい広場 一般参加者は無料 子育て電話相談、セミナー開催

八尾マジック同好会 第４木曜日 社会福祉会館 2,000円/月 マジック

ハーモニカ 風
かざ

音
ね

第３日曜日 サポートやお 1,000円/月 ハーモニカ演奏

河内銀友会 随時 プリズムホール他 無し 河内音頭踊り指導

ボランティア芸能 「河内連」 土曜（月2回） 生涯学習センター 6,000円/年 河内音頭、阿波踊り

GOGO会 第１水曜日 サポートやお 1,000円/年 イベントの手伝い、施設訪問

犬の家　アッシュ・ヴィー 土・日曜日 福祉施設等 無し 動物を通して障がい者、高齢者と交流

大正琴 　やお 第2･4土曜日 社会福祉会館 2,000円/年 大正琴の演奏

八尾・まつり家会 随時 福祉施設等 4,000円/年 芸能ボランティアの集団（河内音頭、フラダンス、マジック等）

阿波おどり連 　すばる 随時 福祉施設等 300円/回 阿波踊り

河内
かわ ち

雅
みやび

会
かい

第1・2・3日曜日 新町会館 1,500円/月 河内音頭踊り

創作
そうさく

舞踊
ぶ よ う

 　翔
しょう

の会
かい

月２回（月・火） サポートやお 1,000円/月 創作舞踊



グループ名 主な活動日 主な活動場所 会費 主な活動

ひとみ会 随時 福祉施設等 1,000円/年 行事手伝い

和
わ

太鼓
だ い こ

クラブ　 臥龍
がりゅう

第2･4土曜日 太田西ノ町会館 3,600円/年 和太鼓演奏

河内
かわ ち

昭和
しょうわ

音
おん

劇
げき

団
だん

随時 サポートやお 必要に応じて ママさんミュージカル

バルーン　やお 第４水曜日 サポートやお 1,200円/年 イベント等でバルーンアート作り

八尾市　ほほえみ 第1･3火曜日 サポートやお 1,200円/年 健康ダンスとストレッチヨガ

はなももクラブ 随時 福祉施設等 無し
朗読、オカリナ、紙芝居、腹話術、二胡、フルート、箏、ギター、バ
ルーンアート

絵本ライブ 月１回 青少年センター他 2,500円/年 絵本の語り、大型絵本、紙芝居、エプロンシアター、手遊び

健康子育て支援団体
すまいる

5月・12月（わくわくまつり等）
その他イベント：随時

プリズムホール他 無し 親子で参加できるイベントや保育付きの子育て関係講座の開催

Ripple 月２回程度 福祉施設等 無し フルート＆ピアノによるアンサンブルユニット

八尾市ディスコン協会
①第2月曜・第4水曜
②第２・第4木曜日

①社会福祉会館
②龍華コミセン

1,500円/年 ディスコンで健康促進と仲間作り

オカリナ・アンサンブル・カトレア 第1・3月曜日 東大阪市市民多目的センター 無し オカリナ演奏

人形劇サークル　「ダックス」 毎週木曜日 サポートやお 必要に応じて適宜 人形劇、エプロンシアター、手遊び

フラ・ヴィーナス 月３回 市内全域 無し フラダンス

大正琴
たいしょうごと

 　友
ゆう

輝
き

会
かい

第1・3土曜日 今井会館等 無し 大正琴演奏

いちご会 第２土曜日 学校、福祉施設等 1,500円/年 工作、紙飛行機作り等を通じて世代間交流

ウクレレハウス 第2・4金曜日 サポートやお 4,000円/年 ウクレレ演奏と歌



グループ名 主な活動日 主な活動場所 会費 主な活動

Ｍｕｓｉｃａ（ムシカ） 随時 福祉施設、カフェ他 無し ラテン音楽(歌と演奏）

ポケットハウス 月1～２回 サポートやお 2,000円/年 ペープサート、紙芝居、エプロンシアター等

ＪＡ大阪中河内
八尾地区ふれあいの会

月１回 福祉施設 1,000円/年 施設で利用者の方の散歩や話し相手、お茶の接待等

華の会 随時 福祉施設 無し 踊りやカラオケ等

ハーモニカクラブ　ひびき 第3水曜日 福祉施設 無し ハーモニカ演奏

八尾マジックタイム絆 第2・4日曜日 サポートやお 無し マジック

ＪＡ大阪中河内女性会
「おはなしぽん」

月1回 JA施設他 無し 絵本読み聞かせ、紙芝居他

ぽこの会 月末月曜日 青少年センター他 随時 大型絵本、エプロンシアター、パネルシアター他

桐の会 第1･3金曜日 サポートやお 500円/月 お琴

アロハ・フラ・スタジオ 随時 福祉施設等 1,000円/月 フラダンス

絵本のじかん 月２，３回 青少年センター他 無し 絵本の読み聞かせ

いやしの会 第3金曜日 八尾こころのホスピタル北館 1,200円/年 認知症予防ゲーム等

おりがみの会 第1水曜日 サポートやお 随時 折り紙

ゆうゆうの会 土日 福祉施設等他 無し 新舞踊、歌あそび、手あそび等

美花サークル 第2・4火曜日 今井会館他 200円/月 フラダンス

健寿会 第３月曜日 社会福祉会館 無し 地域のイベント等手伝い



グループ名 主な活動日 主な活動場所 会費 主な活動

「よさこい河内連」緑ヶ丘サークル 第2・4火曜日 緑ヶ丘コミセン 3,000円/年 よさこい鳴子踊り・河内音頭他

八尾市ウェルネスダーツ協会 第1・4火曜日 サポートやお他 100円/1回 認知症予防、介護予防、機能回復に優れた効果があるウェルネスダーツ

えだまめっこwithさくらんぼキッズ 月１～2回 安中青少年会館、他 200円/1回（１家族） 多胎児を持つ家庭や人中のママ、パパの為の支援団体

愉快な仲間 月曜日（月3回） サポートやお 500円/年 河内音頭健康体操、認知症予防体操、ゲーム、手芸、折り紙他


