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■第１号議案  

平成 25年度事業計画並びに予算（案）承認の件 

第 61期事業計画 

今年度の事業 

 （１） 教育文化事業･生涯学習推進事業･教育青年団体支援事業 

 新たな非営利法人として一般財団法人に移行した大阪市教員会館が、引き続き教育・文

化・教養の向上及び生涯学習の推進などの中心的役割を果たせるよう、実施する事業内容

を「教育と青年｣「歴史と文化」｢健康と緑」「共生社会の実現」の観点から拡充させ、広く

情報を発信します。また、平成 22 年 4 月に開業した「アネックスパル法円坂(大阪市教育

会館)」事業を含め、各事業の見直しを行うとともに、広報活動を積極的に行ない、財団及

び大阪市民教育研究所、パル法円坂・アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)が教職員は

もとより、教育関係者・青少年・市民にとってより身近なものになるよう努めます。 

１ 財団は昭和 28年の創設から今年(平成 25年)で 60年を迎え、また、パル法円坂も昭和

58年の落成から 30年を越える伝統を持っています。これらを受け継ぎながらも時代の変

化に対応し、教職員を中心に児童・生徒・保護者また教育関係者・青少年、さらに広く

地域住民に親しまれる貸室･会議･宴会･婚礼などを提供する公共会館、パル法円坂・アネ

ックスパル法円坂(大阪市教育会館)として広く事業を実施します。 

２ 半世紀を超える伝統ある児童・生徒作品展等の開催や、開設 9 年を超える市民ギャラ

リー、開設 4 年を迎える法円坂教育青年文庫、青少年の演奏活動の支援等の実績を踏ま

え、新しい非営利法人制度に対応するため、これらの事業を平成 24年度より大阪市民教

育研究所として再編しました。今後、発足 2 年目の市民教育研究所をより拡充・発展さ

せます。また、新法人への移行と財団設立 60周年、大阪市民教育研究所設立１周年の記

念事業を行います。 

３ 教育青年団体助成・利用助成、教育青年団体サポートセンター、習いごと広場(ラーニ

ングスクエア)を初めとするアネックスパル法円坂(大阪市教育会館)における公益事業

を「共生社会の実現」の観点から拡大します。 

４ 生涯学習を推進する観点から市民文化教養事業･市民福祉厚生事業について必要な改

革を進めます。引き続き、大阪市教育委員会、こども青少年局等との連携のあり方につ

いて検討します。 

５ 「健康と緑」をテーマとした事業を充実させるため、パレストラ(旧体育館)・大阪城

ランニングサポートセンターを活用した事業を行います。また、青島市国際中医康復セ

ンターとの友好提携は 9 年を超えましたが、健康回復を重点に中医（漢方医）の情報の

紹介などを行ないます。 

６ 15年を超える友好姉妹会館・上海教育会堂(平成 10年 7月調印)との交流について児童
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絵画の交流とともに教職員、児童生徒の相互訪問など、より友好を促進する事業を行い

ます。また、日中露「三国六地展覧会」など、さらに友好交流の事業の拡大を図ります。 

７ 東日本大震災教育復興支援のために被災地・岩手へ、いち早く文房具をおくるなどの

支援を行い、継続してハートニットプログラムへの支援を行っています。財団の各事業

の中に教育復興支援の取り組みを位置づけ、息の長い支援活動に取り組みます。 

（２） パル法円坂、アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)、駐車場等事業 

１ パル法円坂事業 

①婚礼事業 ブライダル市場を取り巻く環境はハウスウェディング施設の乱立など、よ

り厳しいものがあります。また、多くの公共施設が廃止や民間売却などされ、公共施設

の存在そのものが厳しくなっています。このような状況に対応するため、平成 14年度よ

り婚礼事業などの運営を外部委託し、平成 19年度より現在の委託先と契約しました。厳

しい状況の中健闘していますが、引き続き、安定した委託体制の確立に努力します。そ

のため、必要な施設の改修、サービスの改善、適切な広告宣伝等に協力します。また、

ＫＢＣやＢＩＡなど業界団体、月曜会など取引商社と情報交換を行います。 

②宴会・会議事業 景気が回復しつつあるとはいえ、法人、個人ともに実感するには至

っていません。このような状況を受け、宴会・パーティー・会食などの利用もなお厳し

い状況が続いています。今後とも、委託先と協力し、教職員・市民の利用促進のため有

効な広告宣伝･情報発信に取り組みます。 

③喫茶事業 引き続く個人消費の冷え込みなど、喫茶の利用も厳しい状況となっていま

すが、委託先に協力し、メニュー内容の改善・サービスの向上などに努めます。 

２ アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)事業 

基本財産である敷地に建てられた旧大阪市立中央青年センターの建物の有効活用を行い、

平成 22年 4月より「アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)」として事業を開始しました。

開業から 3年間の経験を生かし、事業をさらに発展させます。 

教育青年団体の登録は約 500団体を超えましたが、「知的創造館」として子どもも高齢者

も、障害者も健常者も、日本人も外国人も各階層の利用者が安心して利用できるよう「共

生社会」の観点を踏まえ貸室、テナント、駐車場などの利便性向上と利用促進に努めます。 

アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)を会場として利用する大阪市ユースオーケスト

ラ、大阪府高齢者大学校、四天王寺ワッソ、一万人の第九をはじめとする教育青年団体の

教育文化事業に積極的に協力します。 

３ 駐車場等事業 

アネックスパル法円坂駐車場事業、パル法円坂屋上駐車場事業､立体駐車場事業及びメロ

ディハイム法円坂の貸室事業など安定した収入を目指します。 

旧国立衛生研究所・旧住宅供給公社団地跡地が史跡に指定されました。今後、跡地の有

効な活用を求め、メロディハイム法円坂管理組合などと共同しながら関係機関に対処しま

す。 
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（３） 一般財団法人大阪市教員会館の今後のあり方について 

１ 昭和 28年創設された大阪市教員会館は、本年 60周年・パル法円坂落成 30周年を迎え

ます。また、平成 22年 4月開業のアネックスパル法円坂(大阪市教育会館)は 3周年、さら

に昭和 46 年の旧大阪市立中央青年センター落成から通算 42 年を迎えます。引き続き、教

職員の研究研修、市民の生涯学習の拠点として、建物の機能を維持するため、必要な施設

の改修などを行います。 

２ 新たな非営利法人制度の実施、相次ぐ教職員制度の変更、また、大阪市や公務員を取

り巻く環境の激変など、状況は大きく変化しています。そのため、財団のあり方を含め、

新制度移行について、新公益法人問題対策委員会を中心に検討をすすめてきました。これ

らの結論を受け必要な諸手続きを行い、平成 25 年 4 月 1 日に一般財団法人に移行します。 

３ 大阪市教職員福祉団体協議会など関係する福利厚生団体、三館連絡会や公共会館と連

携します。さらに、中央・各県の類似する教育会館と情報交換を行い、問題に対処します。

４ 大阪市教員会館基金の協力を得るなど、安定した財団の財政基盤を築きます。 

５ 不当な財団・共同研究中央運営委員会への補助金返還請求裁判は平成 20年、大阪地裁

において全面勝訴、平成 22年、大阪高裁において勝利的に和解しましたが、本年度中に報

告集を発行するなど検証を行います。 

事業計画 

本年度の事業を新法人への移行と財団設立 60周年、大阪市民教育研究所設立１周年の記

念事業に位置付け、7月 27日に記念式典などを行うとともに財団の各事業を充実させます。 

（１）市民教育文化事業（新寄付行為第 4条 1項、継続公益目的事業） 

１ 平成 24年度に財団の教育文化事業を大阪市民教育研究所として再編整備しました。今

後、教育研究団体支援室、教育相談室などの事業を推進します。 

２ 法円坂教育青年文庫の整備を行います。引き続き、閲覧室を活用し「日本語教室」等

の支援を行います。 

３ 美術運営委員会の協力のもと平成 26年 2月に第 56回児童、第 54回生徒作品展(絵画・

書道)、第 16回日中児童作品展を実施します。また、9月に上海で開催予定の第 6回を迎え

る「三国六地(大阪・上海・重慶・内蒙古・チタ・ウランウデ)展覧会に参加します。 

４ 青少年の芸術などへの公的助成が縮小・廃止されるなど厳しい状況の中、教員会館の

実施する児童生徒作品展等と同趣旨の展覧会について展示用パネルの無償貸出しなど協力

を行ないます。これらとともに、公共の展示施設が相次いで廃止になる中、より重要性の

増している市民ギャラリーを拡充させ、広く芸術・文化情報を発信します。また、大阪市

ユースオーケストラなどとともに、青少年の演奏活動を支援します。 

（２）市民生涯学習推進事業（新寄付行為第 4条 1項） 

１ 習いごと広場 生涯学習推進の観点からアネックスパル法円坂(大阪市教育会館)で行

っている習いごと広場(ラーニングスクエア)をはじめとする公益事業の育成に努めます。

引き続き、中央区生涯学習施設連絡会に加入し、地域から事業を推進します。さらに、本
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年度より習いごと広場経営サポート事業(セミナーの開催、経営助成等)を行い、生涯学習

のすそ野の拡大に努めます。 

２ 市民文化教養事業 インターネット上での手話講座の公開に協力します。簡単な法律

相談は、ナンバ合同法律事務所にて無料で利用できます。また「難波宮・大阪ルネッサン

ス事業実行委員会」に参加し、難波宮公園周辺施設で「子ども教室」事業を開催します。 

３ 市民福祉厚生事業 食と文化の講習会などを別紙のとおり行います。また、クラフト

パークなど市民・教職員にとって有益な事業を紹介します。さらに、新採用者歓迎会など

教職員・教育関係者を支援する活動を行います。 

４ 広報活動 広報誌「会館だより」は発刊 100 号を超えました。引き続き、広報活動と

して「会館だより」等を発行し各学校園、パル法円坂・アネックスパル法円坂(大阪市教育

会館)利用者に配布します｡また、パル法円坂・アネックスパル法円坂の利用促進のためパ

ンフレットなどを作成します。 

５ 地域との連携 大阪商工会議所・中央区政協会に加入し、地域から事業を推進します。

また、近隣飲食店等が加盟する「難波宮・大阪城友好協定(ＮＰＰ)」に参加し、難波宮の

顕彰等に努めます。 

（３）教育青年団体支援事業（新寄付行為第 4条 1項） 

アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)を活用し、教育青年団体に対する支援の事業を

拡充させます。教育青年団体サポートセンター(教育青年団体連絡室、グループロッカー、

プリントセンター、情報交換コーナー)、教育青年団体助成・利用助成事業を初めとする公

益事業を拡大します。 

（４）パル法円坂事業（新寄付行為第 4条 2項） 

パル法円坂利用助成事業として大阪市立学校園教職員がパル法円坂を利用した場合、利

用料金の補助を行います。引き続き、研修利用等への優待を行います。また、ＫＢＣ、Ｂ

ＩＡなどと協力し、少子高齢化に対応する適切な婚礼情報の提供に努めます。引き続き、

大阪市立学校園教職員ご婚礼お祝い金交付事業を行います。 

学校生協との提携のもと結婚紹介事業（ツヴァイ）や、宴会施設等紹介事業を行います。 

財団 60周年、パル法円坂 30周年を記念し、「教員会館とパル法円坂の歴史展」、「パル法

円坂結婚式同窓会」を開催するとともに、6月に謝恩特別ディナー、宴会コースなどを提供

し、日頃の利用に感謝します。 

（５）アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)事業（新寄付行為第 4条 2項） 

アネックスパル法円坂(大阪市教育会館)・パレストラに開設された大阪城ランニングサ

ポートセンター、健康管理室フォレスタ等健康サポートステーションを活用し、健康増進

事業を拡充させます。また、利用者の利便性向上に資するため、Ｙショップ＆ワイワイシ

ョップを充実させます。また、財団 60周年、アネックスパル法円坂 3周年を記念し 6月に

謝恩のイベントを行います。 

（６）駐車場等事業（新寄付行為第 4条 2項） 
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近隣マンションの増加などを踏まえ、引き続き、パル法円坂･アネックスパル法円坂(大

阪市教育会館)利用者、近隣住民の利便性向上と違法駐車･渋滞解消などのためアネックス

パル法円坂駐車場、パル法円坂屋上駐車場事業､立体駐車場事業を行うとともに、メロディ

ハイム法円坂の貸室事業を行います。 



事業区分 月日 事業名 募集人員 参加費等 場所

寄付行為第4条1項 通年 大阪市教育研究所 無料 アネックスパル法円坂

市民教育文化事業 通年 　教育研究団体支援室 無料 アネックスパル法円坂

(継続公益目的事業) 通年 　教育相談室 無料 アネックスパル法円坂

7月27日(土) 財団60周年・研究所1周年記念式典　記念冊子発行 アネックスパル法円坂

通年 法円坂教育青年文庫 無料 アネックスパル法円坂

通年(毎月曜) 　日本語教室 無料 アネックスパル法円坂

11月29日(金) 美術運営委員会 無料 アネックスパル法円坂

　第56大阪市立小学校児童作品展　 60点 無料 アネックスパル法円坂

　第54回大阪市立中学校生徒作品展 60点 無料 アネックスパル法円坂

　第16回日中児童絵画作品展 10点 無料 アネックスパル法円坂

9月21日(金) 　三国六地展覧会 12点 無料 中国・上海教育会堂

通年 　市民ギャラリー 無料 アネックスパル法円坂

7月27日(土）他 ユースコンサート(大阪市ユースオーケストラとの共催事業） ¥500 アネックスパル法円坂

12月21日(土） ユースクリスマスコンサート・親子パーティ ¥3,000 アネックスパル法円坂

10月29日(金) 衛生研修会 無料 アネックスパル法円坂

寄付行為第4条1項 四半期ごと 習いごと広場 受講料 アネックスパル法円坂

市民生涯学習推進事業 5月3日～6日 習いごと広場ゴールデンウィーク企画 受講料 アネックスパル法円坂

　市民文化教養事業 四半期ごと 習いごと広場経営セミナー 受講料 アネックスパル法円坂

通年 習いごと広場経営支援助成 無料

通年 インターネット手話講座 無料

通年 法律相談 無料 ナンバ合同法律事務所

6月22日(土)他 落語で学ぶ話し方講習会(なにわのみや寄席) 200名 ¥1,000 アネックスパル法円坂

7月25日(水) 浴衣着付け教室(天神祭時） 20名 ¥1,000 アネックスパル法円坂

7月20日(土) 囲碁大会 30名 ¥1,500 パル法円坂

10月19日(土) バルーン講習会 20名 ¥3,000 アネックスパル法円坂

11月16日(土) マジック講習会 20名 ¥3,000 アネックスパル法円坂

未定 青島体験治療ツアー(東洋医学教室) 10名 約￥120,000 中国・青島中医康復中心

上海教育会堂との交流

9月 　教職員の交流、施設の優待 未定 中国・上海教育会堂

韓国教職員共済会との交流

　施設の優待、児童絵画の交流（検討中） 未定 韓国・ソウル教育会館

　市民福祉厚生事業 10月上旬 演劇部ウェディングドレスプレゼント 5校 無料

11月中旬 アサヒビール大山崎山荘入場券プレゼント 10組 無料

食と文化の講習会

4月19日(金) 　ベジタブル講習会 40名 ¥3,000 パル法円坂

6月21日(金) 　ワイン講習会 40名 ¥4,800 パル法円坂

7月13日(土) 　ビール講座 40名 ¥4,800 アサヒビール吹田工場

7月16日～19日 　ビール祭 ¥3,000 パル法円坂

9月20日(金) 　カクテル講習会 40名 ¥4,800 パル法円坂

11月21日(木) 　ボジョレヌーボ講習会 40名 ¥4,800 パル法円坂

12月20～25日 　クリスマスディナー 未定 パル法円坂

平成26年2月 8日(土) 　日本酒講座 40名 ¥4,800 カッパカントリー

平成26年2月14日(金) 　各国料理のテーブルマナー講習会 40名 ¥4,800 他施設

平成25年3月14日(金) 　焼酎講座 40名 ¥4,800 未定

通年 元気回復事業　ディナーコース ¥3,000 パル法円坂

6月7日(金) 教職員新採用者歓迎会 無料 アネックスパル法円坂

平成26年1月10日(金) 年頭祈願祭・新年互礼会 パル法円坂

4月23日(金)他年6回 法円坂クリーンアップ作戦 無料 難波宮

寄付行為第4条1項 教育青年団体サポートセンター アネックスパル法円坂

教育青年団体支援事業 通年 　グループロッカー アネックスパル法円坂

通年 　教育青年団体情報交換コーナー(配架ラック） 無料 アネックスパル法円坂

通年 　教育青年団体連絡室 アネックスパル法円坂

通年 　教育青年団体プリントセンター アネックスパル法円坂

通年 教育青年団体助成 アネックスパル法円坂

7月27日(土) 　教職員団体助成交付式 アネックスパル法円坂

7月27日(土) 　『教育青年団体の活動(3)』発行(研究所)

通年 教育青年団体利用助成 アネックスパル法円坂

寄付行為第4条2項 通年 教育青年団体貸室事業 アネックスパル法円坂

アネックスパル法円坂事業 通年 貸室事業 アネックスパル法円坂

通年 教育青年団体テナント事業 アネックスパル法円坂

通年 テナント事業 アネックスパル法円坂

通年 Ｙショップ＆ワイワイショップ アネックスパル法円坂

通年 　東日本大震災復興支援ハートニットプログラム アネックスパル法円坂

６月 　謝恩イベント他 アネックスパル法円坂

通年 市民体育室パレストラ アネックスパル法円坂

通年 大阪城ランニングサポートセンター アネックスパル法円坂

通年 健康管理室フォレスタ アネックスパル法円坂

寄付行為第4条2項 通年 婚礼・宴会・会議事業 パル法円坂

パル法円坂事業 通年 教職員婚礼お祝い金助成事業 10組 上限10万円の助成 パル法円坂

通年 パル法円坂教職員利用助成 5千円以上の利用で10%補助 パル法円坂

通年 パル法円坂教職員研修利用助成 優待 パル法円坂

通年 婚礼情報提供事業(ブライダルフェア) 無料 パル法円坂

通年 結婚紹介事業(学校生協との共同事業)

6月3日～7日 教員会館とパル法円坂の歴史展 無料 パル法円坂ロビー

8月 パル法円坂結婚式同窓会 パル法円坂

6月 謝恩特別ディナー、宴会コース他 パル法円坂

寄付行為第4条2項 通年 駐車場事業 アネックスパル法円坂

駐車場事業等 通年 駐車場事業 パル法円坂屋上

通年 駐車場事業 立体駐車場

通年 貸室事業 マンション

通年 法円坂乗合自動車(準備中)

平成25年度財団事業計画（案）
平成25年3月4日

平成26年2月15
日～17日


