
平成28年11月5日現在 ・ 五十音順

松本　　紘 千　　玄  室 （京都市生涯学習総合センター所長）

井上　満郎 田中 田鶴子 （学校法人大和学園名誉学園長，元京都市教育委員長）

榊原　吉郎

西脇　悦子

■会員（238団体）　

京都市視聴覚センター運営委員会 NPO法人 京都中也倶楽部 ㈱時事通信社京都総局

(公社)京都市児童館学童連盟 (一社)京都手をつなぐ育成会 次世代養成実行委員会

(福)京都市社会福祉協議会 (公財)京都伝統産業交流センター NPO法人 芝生スクール京都

(公財)京都市生涯学習振興財団 京都伝統産業青年会 NPO法人 紫明倶楽部

(公財)京都市障害者スポーツ協会 しゃぼんだま倶楽部

京都市小学校長会 京都西山ロータリークラブ ㈱JEUGIA

京都市小学校ＰＴＡ連絡協議会 ㈱京都パープルサンガ 生涯学習支援グループWITH

京都市少年補導委員会 (公社)京都犯罪被害者支援センター
NPO法人 生涯教育学会
ライフロングエデュケーションソサエティ

京都市消防団協会
生涯発達教育支援heartful station
りんく・りんく京都

京都市職員労働組合連合会 京都百貨店協会 NPO法人　史料データ保存ネットワーク

(公社)京都市身体障害者団体連合会 (一社)京都府医師会 住みよい京都をつくる婦人の会

京都市森林組合 NPO法人 京都フィルハーモニー室内合奏団 (公財)世界人権問題研究センター

(公財）京都市森林文化協会 京都府更生保護女性連盟 (公)全国珠算教育連盟京都府支部

(公財)京都市体育協会 (一社)京都府歯科医師会
(一社)全日本ピアノ指導者協会
ピティナkoto京都ステーション

京都市体育振興会連合会 (公財)大学コンソーシアム京都

京都市退職校園長会 (公社)京都府助産師会 胎教協会

(公財)京都市男女共同参画推進協会 京都府書店商業組合 父活プロジェクト

京都市地域女性連合会 京都府信用金庫協会 ㈱中日新聞社京都支局

京都市地域生徒指導連合会 (一社)京都府専修学校各種学校協会 NPO法人 つながるKYOTOプロジェクト

京都市図書館協議会 京都府中小企業団体中央会 てらこや

(公財)京都市都市緑化協会 京都府モラロジー協議会 NPO法人 DREAM TOY'S （ドリームトイ）

京都市内博物館施設連絡協議会 (一社)京都府薬剤師会 西日本電信電話㈱京都支店

京都シニア大学 京都府私立中学高等学校連合会 (一社)日本住育協会

NPO法人 京都シニアベンチャークラブ連合会 日本棋院京都本部

京都市農業協同組合 (公社)日本気象学会関西支部

京都市ＰＴＡ連絡協議会 ㈱日本教育新聞社関西支社

(公財)京都市文化観光資源保護財団 京都弁護士会 ㈱日本経済新聞社京都支社

(公社)京都市保育園連盟 ㈱京都放送 (一社)日本自動車連盟京都支部

(一財)京都市防災協会 ㈱京都放送カルチャーセンター 日本将棋連盟京将支部

京都市保健協議会連合会 ＮＰＯ法人　京都万華鏡こう房
日本赤十字社京都府支部
赤十字奉仕団京都府支部委員会

(一社)京都市母子寡婦福祉連合会 京都民間カルチャー事業協議会 (一財)日本伝統織物研究所

京都カルチャーネットワーク (公財)京都市埋蔵文化財研究所 (公社)日本フラワーデザイナー協会京都府支部

京都北山杉の里総合センター 京都市まちの美化推進事業団 日本ボーイスカウト京都連盟

京都市民生児童委員連盟 京都ユネスコ協会 NPO法人 日本文字文化研究機構

(公財)京都市ユースサービス協会 京都ライオンズクラブ 日本労働組合総連合会京都府連合会

京都珠算振興会 京都ラテンアメリカ文化協会 NPO法人 場とつながりラボhome's vi

京都商工会議所 ㈱京都リビング新聞社 はのんの会

京都市立高等学校長会 京都歴史回廊協議会 伏見楽舎

京都市立高等学校ＰＴＡ連絡協議会 京都ロータリークラブ 伏見区市政協力委員連絡協議会

京都市立総合支援学校長会 京都ＹＭＣＡ NPO法人 フラワーアーティスト育成協会

京都市立総合支援学校ＰＴＡ連絡会 NPO法人　京・ものづくり塾　和らいふ NPO法人 フラワーサイコロジー協会

京都市立中学校長会 NPO法人 劇研 佛教大学生涯学習センター・四条センター

京都市立中学校ＰＴＡ連絡協議会 放送大学京都学習センター

京都市立幼稚園長会 (一社)現代教育研究協会 ㈱毎日新聞社京都支局

京都市立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 ㈱丸井　京都マルイ

(一社)京都市老人クラブ連合会 国際交流基金京都支部 NPO法人 三つの花希望プロジェクト

(公社)京都市私立幼稚園協会 国際ソロプチミスト京都 メルパルク京都カルチャールーム

京都市私立幼稚園ＰＴＡ連合会 国際ソロプチミスト京都－北山 NPO法人 森守協力隊

京都人権擁護委員協議会 国際ソロプチミスト京都－平安 ユース２１京都

㈱京都新聞社 国際ゾンタ京都Ⅰゾンタクラブ (公財)有斐斎弘道館

(公財)京都SKYセンター NPO法人 遊悠舎京すずめ

京都生花株式会社 ㈱読売新聞京都総局

(公社)京都青年会議所 (公財)古代学協会 洛西ケーブルビジョン㈱

京都青年中央会
洛和会ヘルスケアシステム
アールプランニング

(一財)京都ゼミナールハウス NPO法人 子どもとアーティストの出会い 立命館孔子学院

(一社)京都造園建設業協会 NPO法人 子どもと川とまちのフォーラム 立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所

京都橘ライオンズクラブ (一財)今日庵 龍谷大学ＲＥＣ事務局

NPO法人 京都ＤＡＲＣ (公財)霊山顕彰会

京都小さな生命を考える懇談会 NPO法人 和の学校

NPO法人 京都チャイルド・トラスト

京都市生涯学習市民フォーラム 名簿

会　長 （理化学研究所理事長，前京都大学総長） 顧　問

副会長 （京都市社会教育委員会議議長，京都産業大学名誉教授） 〃

愛・あ～すKYOTO

葵プロジェクト

NPO法人 Academic & Sports

〃 （京都市立芸術大学名誉教授）

〃 （京都市社会教育委員会議副議長，京都市地域女性連合会相談役）

㈱朝日新聞社京都総局

NPO法人 あんじゅ～癒しの森

アンスティチュ・フランセ関西
(旧称:関西日仏学館)

イタリア文化会館　大阪

京都伝統文化の森推進協議会

㈱ウエダ本社（京都流事務局）

SMBCコンシューマーファイナンス㈱
京都お客様サービスプラザ

ＮＨＫ京都放送局

㈱エフエム京都

京都ハンナリーズ(スポーツコミュニ
ケーションKYOTO株式会社)

NPO法人 ＮＰＯ平安京

大阪ガス㈱京滋リビング営業部

(有)大森リゾート

ＯＫＵ京都ネット

(公財)小倉百人一首文化財団

NPO法人 音の風

京都府詩吟連盟
京都府吟剣詩舞道総連盟

(一社)ガールスカウト京都府連盟

NPO法人 花山星空ネットワーク

家庭倫理の会京都北

家庭倫理の会京都南

上京区自主防災会協議会

関西電力㈱京都支店

旧嵯峨御所(嵯峨御流) 華道総司所

京都経営者協会

NPO法人 教育支援協会連合会京都支部

京ことばの会

共同通信社京都支局

(公財)京都文化交流コンベンションビューロー

京都「おやじの会」連絡会

NPO法人 京都カラスマ大学

NPO法人 京都景観フォーラム

(一社)京都経済同友会

(公社)京都工業会

NPO法人 京都子育てネットワーク

NPO法人 京都子どもセンター

京都北山ネイチャーゲームの会

京都キャンプ協会

京都キワニスクラブ

(一社)京都銀行協会

(公社)京都勤労者学園

Goethe-Institut Villa Kamogawa
ゲーテ･インスティトゥート･ヴィラ鴨川
（旧称：京都ドイツ文化センター）

(一財)京都こども文化会館

(公財)京都古文化保存協会

久我の杜生涯学習プラザ管理運営協議会

(一社)京都産業会館

京都産業大学日本文化研究所

京都市明るい選挙推進協議会

(公財)京都市音楽芸術文化振興財団

京都市学校医会

京都市学校保健会

NPO法人 子育て支援コミュニティ
おふぃすパワーアップ

京都市学校薬剤師会

NPO法人 子育ては親育て・みのりのもり劇場

(公財)京都市環境保全活動推進協会

(公社)京都市観光協会

NPO法人　子供達と最先端科学技術の架け橋

(公財)京都市景観・まちづくりセンター

(公財)京都市芸術文化協会

(公財)京都市国際交流協会

京都市自衛消防隊連絡協議会

㈱産経新聞社京都総局

J:COM 京都みやびじょん京都市子ども会育成連絡協議会

音楽のおもちゃ箱

(一財)京都映画芸術文化研究所

(一財)京都ユースホステル協会

(公社)京都モデルフォレスト協会

ＮＰＯ法人　京都文化企画室

ＮＰＯ法人　京都文化協会

下線 は 平成28年度新規加盟団体


