過去のタイアップ事業一覧
（※平成 19 年度以降の事業内容は、http://www.sumai-machi-net.com/tieup-info でご覧になれます。
）
○ 平成２５年度
実施団体名

イベントタイトル

相続ＳＯＳ

シニアライフフレッシュマンのた
めの
「すまいと暮らし」のスタートダッ
シュ講座
①シニアライフを積極的に考え
ましょう！シニアの暮らしとエン
ディングノート
②シニアライフの不安を取り除
きましょう！老後のお金と相続・
成年後見
③シニアライフをもっと楽しみま
しょう！シニアの収納と華のあ
る暮らし

住宅ローン
テラス
社団法人大阪府宅地
建物取引業協会・公
益社団法人全国宅地
建物取引業保証協会
ＮＰＯ法人もく（木）の
会
一般社団法人日本商
環境デザイン協会関
西支部【JCD】
特定非営利活動法人
日本ファイナンシャ
ル・プランナーズ協会
大阪支部
整理収納相談ネット
●おーさか
国土交通省近畿地方
整備局

特定非営利活動法人
集合住宅維持管理機
構

シニアすまいネット

住まいの安心安全と家計の安
心安全について学ぼう
知っていますか？値崩れしに
くい住まいの賢い買い方～資産
価値を保つ物件選びのコツ教え
ます～
夏休み！親子 de セミナー
自分の家をつくろう！
夏休み！親子ｄｅセミナー
こどもたちと創る商店街
今知っておきたい地震保険と
災害への備え
今さら聞けない？ハウスキー
ピングの基本 整理収納とお掃
除で暮しの環境改善を！
マンション管理について考え
よう！
～管理組合・管理業者の役割
～
その工事、本当に必要です
か？今、しなければなりません
か？かしこく判断、ながく住み続
けるためのマンション給排水設
備の大規模改修工事
あなたは老後をどこで暮らし
ますか？～自分にあった老後
の住まい～

社団法人日本インテ
リアデザイナー協会
関西事業支部

第２回キッズデザイン親子で
つくるわたしの“あかり”

摂南大学外国語学部

もてなしの文化
～食卓から見る世界史～

講師名

日時

申込数/定員
（人）

岡本弘子（高齢者住宅アドバ
イザー）、川添登巳雄（ファイ
ナンシャルプランナー）

4/29(月・祝)
13:30～16:10
個別相談

146/150

高田剛（司法書士）、川添登
巳雄（ファイナンシャルプラン
ナー）
鈴木志保子（フラワーデザイ
ナー）、中里ヒロコ（マスター
ライフオーガナイザー）
安河内直行（２級建築士）、
中野庸起子（行政書士・ファ
イナンシャルプランナー）

5/26(日)
13:30～16:10
個別相談
6/9(日)
13:30～16:10
個別相談

212/150

228/150

6/29(土)
13:30～16:30

75/50

7/14(日)
13:30～16:10
個別相談

147/100

7/21(日)
13:00～16:00

68/30

8 月 24 日（土）
10：30～16：30

34/40

小幡賢治 CFP®（ファイナン
シャル・プランナー）

9 月 1 日（日）
14：00～15：45
個別相談

57/50

松井喜美代（整理収納アドバ
イザー）

9 月 14 日（土）
14：00～16：00

235/40

越浦慈（国土交通省近畿地
方整備局建設産業課長補
佐）

9 月 21 日（土）
13：30～15：30

133/100

宇野康彦（特定非営利活動
法人集合住宅維持管理機構
主任専門員・建築設備士）

10 月 19 日（土）
13：30～16：00
個別相談

152/100

柴本美佐代（ケアライフコン
サルタント）、岡本弘子（高齢
者住宅アドバイザー）
社団法人日本インテリアデ
ザイナー協会関西事業支部
メンバー
安藤 哲行（摂南大学外国語
学部教授／スペイン文化）、
林田 敏子（摂南大学外国語
学部准教授／イギリス史、岩
間 香（摂南大学外国語学部
教授／日本文化史）

10 月 26 日（土）
13：00～15：30
個別相談

175/100

2 月 8 日（土）

20/25

12 月 7 日（土）
13：30～15：30

160/200

上村要司（社団法人大阪府
宅地建物取引業協会）
NPO 法人もく（木）の会メンバ
ー
一般社団法人日本商環境デ
ザイン協会関西支部メンバ
ー

整理収納
サービスネット

NIS 第 3 の人生

特定非営利活動法人
集合住宅維持管理機
構

「整理収納知ろう！
モノの適正量！」
～消費税が上がるからって日
用品買いだめ！ほんとに得な
の？
おひとりさま幸齢学セミナー”
住まい”編「老後の住まい選び
に失敗しないために」
「マンションを高齢者にとって
魅力ある住まいにするために」
～考えるのは今でしょ！10 年
先、20 年先、30 年先を見越した
マンション管理～

金城貞美（整理収納アドバイ
ザー）

2 月 2 日（日）
14：00～16：00

163/100

殿村美知子（プランナー）、井
川京子（高齢社会検定認定
者）

2 月 21 日（金）
14：00～16：00

105/50

檜谷美恵子（京都府立大学
大学院生命環境科学研究科
教授）ほか

2 月 22 日（土）
13：30～16：00
個別相談

149/100

9 月 18 日（水）
13：30～15：30
個別相談

212/100

10 月 11 日（金）
13：30～16：00
個別相談

259/100

タイアップ＋

社団法人コミュニティ
ネットワーク協会 高
齢者住宅情報センタ
ー

①ひとりでも安心！
最期をむかえる準備講座

②人に迷惑をかけない生前整
理と住み替え

①中古住宅売買編
ＮＰＯ法人住宅長期
保証支援センター
②木造戸建てリフォーム編

中村正廣（東成区医師会会
長）、米沢なな子（社団法人
コミュニティネットワーク協会
高齢者住宅情報センター大
阪センター長）
屋宣明彦（遺品整理士）、田
中由利子（社団法人コミュニ
ティネットワーク協会 高齢
者住宅情報センター大阪相
談室長）
上村要司（住まい評価推進
機構理事）
多島寿郎（二級建築士）

10 月 19 日（土）
13：30～15：30
個別相談
11 月 16 日（土）
13：30～16：00
個別相談

58/50

67/30

シニアライフ SOS、高齢者住
タイアップ交流会

タイアップ交流会

宅情報センター、シニアすま

3 月 16 日（日）

いネット、NIS 第３の人生、整

13：30～16：00

11/30

理収納サービスネット

○ 平成２６年度
実施団体名

シニアライフ SOS

イベントタイトル

新人シニアのための春の林間学
校

講師名

シニアライフ SOS メンバー

日時

5 月 10 日（土）
10：00～16：20

上町台地を縦断しよう。

OKA 大阪検定 1 級合格者

5 月 11 日（日）

第 1 回 セミナー

有志

13：00～15：30

上町台地を縦断しよう。

OKA 大阪検定 1 級合格者

5 月 25 日（日）

第 2 回 まちあるき

有志

13：30～16：30

申込数/定員
（人）

267/100

221/100

ＯＫＡ 大阪検定を歩
こう会
193/30

一般社団法人大阪府
宅地建物取引業協
会・公益社団法人全

不動産取引の落とし穴

国宅地建物取引業保

菅野勲（一般社団法人 大阪
府宅地建物取引業協会）

7 月 13 日（日）
13：30～15：30

154/100

個別相談

証協会
ＮＰＯ法人木（もく）の
会

親子でワークショップ
木の家で地球にやさしいまちを
つくろう！

ＮＰＯ法人木（もく）の会メン

7 月 26 日（土）

バー

13：00～16：00

一般社団法人 日本

夏休み！親子 de 体験セミナー

一般社団法人 日本商環境

商環境デザイン協会

こどもたちと創る商店街 模型の

デザイン協会 関西支部【ＪＣ

関西支部【ＪＣＤ】

お店をつくろう！みんなの商店街

Ｄ】メンバー

安心・安全な暮らしのための整
整理収納
サービスネット

住宅ローン
テラス

理収納の工夫 モノが引き起こ
す家庭内事故の防ぎ方

8 月 23 日（土）
10：30～16：30

北林 敦子（整理収納アドバ

9 月 7 日（日）

イザー）

14：00～16：00

最近の住宅事情～消費税増税

高田 剛（司法書士）、大井

の前後の住宅市場と住宅ローン

尉行（ファイナンシャルプラン

金利の動向は？プロが伝える正

ナー）、安河内 直行（2 級建

しい知識～

築士）

65／30

76／35

188／100

9 月 13 日（土）
14：00～16：00

44／50

個別相談

福本 智（ＮＰＯ法人 日本ホ
ＮＰＯ法人 日本ホー
ムインスペクターズ協
会近畿支部

住宅売買時にはあたりまえ ホ

ームインスペクターズ協会近

ームインスペクションってなに？

畿支部 支部長）、井勢 敦

～自分で簡単にできるインスペ

史（ＮＰＯ法人 日本ホームイ

クションも教えます！～

ンスペクターズ協会近畿支

10 月 5 日（日）
13：30～16：00

103／100

個別相談

部 副支部長）
一般社団法人大阪府
宅地建物取引業協
会・公益社団法人全
国宅地建物取引業保

竹内 啓、川端 良彦（一般
多い空家！住んでいない「家」を

社団法人大阪府宅地建物取

11 月 22 日（土）

売るための準備と注意点

引業協会研修学院委員会認

13：30～15：30

定インストラクター）

証協会
空気調和・衛生工学

岩前 篤（近畿大学教授）、

会 省エネルギー委
員会 住宅指針検討

がまんせず、楽しく暮らせる健康

小委員会・大阪エコリ

的な住まいと住まい方

フォーム普及促進地

久保 博子（奈良女子大学准
教授）、太田 周彰（大阪エコ
リフォーム普及促進地域協

11 月 29 日（土）
13：30～16：00

78／100

議会）

域協議会
おひとりさま幸齢学セミナー
NIS 第 3 の人生

147／100

マネープランから考える、“老後
の住まい”の選び方

殿村 美知子／井川 京子

12 月 4 日（木）

（NIS 第 3 の人生）

13：30～16：00

こども建築ワークショ

家の間取りの立体模型を作ろ

岩崎 亮平（建築家・こども建

12 月 13 日（日）

ップ

う！

築ワークショップ代表）

10：00～15：00

65／50

63／30

宮田 勉（NPO 法人住宅長
NPO 法人 住宅長期
保証支援センター

シロアリ・ダニ・ネズミ…あなたの
家にしのびよる害虫・小動物の
被害と対策

期保証支援センター 住宅メ
ンテナンス診断士）、鈴森

1 月 24 日（土）

素子（NPO 法人住宅長期保

13：30～16：00

証支援センター 住まいアセ
ッサー）

112／50

暮らし方・住まい方整
理ラボ／ライフオーガ

あなたの身を守る片づけ方 キッ
チン編

ナイザー関西

伊勢本 和代（ライフオーガ
ナイザー）、淡野 幸子（ライ
フオーガナイザー）

2 月 1 日（日）
13：30～15：30

（公社）日本インテリア

キッズデザイン：親子でつくるわ

（公社）日本インテリアデザイ

2 月 7 日（土）

デザイナー協会

たしのへや

ナー協会

13：30～16：30

和田 清人（土地家屋調査

2 月 14 日（土）

士）、久保 公人（司法書士）

13：30～16：00

一般社団法人 大阪

大事な資産を守るため、親子で

府不動産コンサルティ

考える！自宅の相続前にやって

ング協会

おくべきこと

ＮＰＯ法人 日本ホー

自分でできる家のメンテナンス

松田 貞次、宮島 隆章、坂

ムインスペクターズ協

～メンテナンス次第で資産価値

本 雅之（公認ホームインス

会近畿支部

に大きく差が出る時代が目の前

ペクター）

164／100

23／35

178／150

知って得する！
2 月 21 日（土）
13：30～16：00

117／100

に～

タイアップ＋
1 日でわかる！マンション大規模
修繕工事～管理組合の体制づく
りからアフターフォローまで成功
特定非営利活動法人
集合住宅維持管理機
構

に導く 9 つの鍵～
第 1 回 セミナー

大槻博司、後藤昌久、山口
英高（集合住宅維持管理機
構主任専門委員・一級建築
士）

5 月 31 日（土）
13：30～16：00

130/80

個別相談

1 日でわかる！マンション大規模
修繕工事～管理組合の体制づく

小簿和男（集合住宅維持管

りからアフターフォローまで成功

理機構主任専門委員・一級

に導く 9 つの鍵～

建築士・マンション管理士）

6 月 14 日（土）
13：30～16：00

63/30

第 2 回 見学会
人生の完成期準備セミナー

西木文明（行政書士）、米沢

～人生は終わるのではなく、完

なな子（一般社団法人コミュ

7 月 2 日（水）

成させるもの。具体的に行動して

ニティネットワーク協会 高齢

13：30～15：40

一般社団法人コミュニ

みよう～ 第 1 回 任意後見契約

者住宅情報センター大阪セ

個別相談

ティネットワーク協会

のススメ+住み替えのススメ

ンター長）

高齢者住宅情報センタ

人生の完成期準備セミナー

西木文明（行政書士）、田中

ー

～人生は終わるのではなく、完

由利子（一般社団法人コミュ

7 月 16 日（水）

成させるもの。具体的に行動して

ニティネットワーク協会 高齢

13：30～15：40

みよう～ 第 2 回 公正証書遺言

者住宅情報センター大阪相

個別相談

のススメ+家族会議のススメ

談室長）

108/100

128/100

北条 ゆかり（摂南大学教
摂南大学国際教養セミナー
摂南大学外国語学部

酒の文化史
グラスの中の世界史

授・ラテンアメリカ文化）、谷
口 義介（摂南大学元教授・

12 月 6 日（土）

東洋史）、伊木 稔（大阪商

14：00～16：30

業大学教授・同商業史博物
館館長）

185／150

