
北摂断酒連合会
支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

12月17日（土） 島本町ふれあいセンター 1月7日（土） 島本町ふれあいセンター

本部例会 12月3日（土） 1月7日（土） 富田公民館

高槻 12月27日(火) 真上公民館 1月10日（火） 真上公民館

富田 12月22日(木) 富田公民館 1月5日（木） 富田公民館

南 12月24日(土) 城内公民館 1月14日（土） 城内公民館

金曜例会 12月23日(金) 磐手公民館 1月6日（金） 磐手公民館

昼例会 12月12日(月) 富田公民館 1月9日（月） 富田公民館

アメシスト例会 12月22日(木) 新阿武山病院 1月14日（土） 富田公民館

昼例会 12月8日(木) 大池コミセン 1月12日（木） 大池コミセン

真砂 12月21日(水) 大池コミセン 1月11日（水） 大池コミセン

茨木 12月24日(土) 茨木公民館 1月7日（土） 茨木公民館

12月26日(月) 摂津コミュニティプラザ 1月9日(月) 摂津コミュニティプラザ

南千里 12月22日(木) 千里ニュータウンプラザ 1月5日（木） 市民公益活動センター

吹田 12月24日(土) 総合福祉会館 1月7日（土） 総合福祉会館

昼例会 12月23日(金) 吹田市保健所 １月27日(金) 勤労者会館

豊能断酒連合会
支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

12月21日（水） 箕面中央生涯学習センター 1月4日（水） 箕面中央生涯学習センター 19:00～

12月26日（月） 石橋会館 1月6日（金） 池田駅前北会館（ステーションN) 19:00～

本部例会 12月28日(水) 地域共生センター 1月4日（水） 地域共生センター 18:30～

北河内断酒連合会
支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

休　会

本部例会 12月10日（土） 門真市立公民館 1月14日（土） 門真市立公民館 19:00～20:00

例会 12月24日(土) 門真市民プラザ 1月28日(土) 門真市民プラザ 18::00～19:00

家族会 12月14日(水) 門真市民プラザ 1月11日(水) 門真市民プラザ 13:00～15:00

例会 12月21日（火） 総合福祉会館 １月11日（火） 総合福祉会館 19:00～20:30

四条畷 休　会

本部 12月3日（土） エスポアール 1月7日（土） エスポアール 19:00～20:30

西 12月27日（火） 市立産業振興センター 1月10日（火） 市立産業振興センター 19:00～20:35

香里園 12月22日（木） 市立産業振興センター 1月5日（木） 市立産業振興センター 18:30～20:15

東 12月24日（土） エスポアール 1月14日（土） エスポアール 19:00～20:35

家族会 12月17日（土） エスポアール 1月21日（土） エスポアール 19:00～20:35

新年例会 1月3日（火） 下神田公民館 13:00～16:00

本部 12月3日（土） ラポールひらかた 1月7日（土） ラポールひらかた 19:00～20:30

家族会 12月3日（土） ラポールひらかた 1月7日（土） ラポールひらかた 19:00～20:15

楠葉 12月27日（火） 楠葉生涯学習市民センター 1月10日（火） 楠葉生涯学習市民センター 19:00～20:30

香里 12月28日（水） サンプラザ生涯学習市民センター 1月4日（水） サンプラザ生涯学習市民センター 19:00～20:30

長尾 12月23日（金） 菅原生涯学習市民センター 1月6日（金） 菅原生涯学習市民センター 19:00～20:30

枚方 12月24日（土） 牧野生涯学習市民センター 1月14日（土） 牧野生涯学習市民センター 19:00～20:30

日曜例会 12月25日（日） ラポールひらかた 1月15日（日） ラポールひらかた 18:00～19:30

新年例会 1月2日（日） 村野福祉老人会館 13:00～16:00

例会 12月24日（土） 守口市役所 1月7日（土） 守口市役所 19:00～21:00

中河内断酒連合会
支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

布施西支部 12月26日(月) スタジオ　パッソ 1月11日(水) 荒川公民分館 ho掲載通り開催

太平寺支部 12月20日(火) 太平寺公民分館 1月12日(火) 太平寺公民分館 hp掲載通り開催

鴻池支部 12月21日(水) 盾津鴻池公民分館 1月11日(水) 盾津鴻池公民分館 hp掲載通り開催

若江支部 12月22日(木) 岩田公民分館 1月5日(木) 岩田公民分館 hp掲載通り開催

枚岡支部 12月23日(金) 東体育館 1月6日(金) 東体育館 hp掲載通り開催

布施支部 12月23日(金) スタジオ　パッソ 1月6日(金) 菱江西公民分館永和分室 hp掲載通り開催

本部例会 12月24日(土) レピラ　 1月28日(土) レピラ　 hp掲載通り開催

昼例会 12月28日(水) スタジオ　パッソ 1月4日(水) スタジオ　パッソ hp掲載通り開催

家族会 12月10日(土) 市立男女共同参画センター６Ｆ 1月7日(土) 市立男女共同参画センター６Ｆ hp掲載通り開催

アメシスト例会 12月20日(火) 市立男女共同参画センター７Ｆ 1月17日(火) 市立男女共同参画センター６Ｆ hp掲載通り開催

12月23日(金) 山本コミュニティーセンター 1月6日(金) 山本コミュニティーセンター hp掲載通り開催

南河内断酒連合会
支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

12月23日(金) 大阪狭山市役所南館講堂 １月6日（金） 大阪狭山市役所南館講堂

1月13日(金) SAYAKAホール

12月27日（火） 市民交流センター(キックス) １月10日(火) 市民交流センター(キックス)

12月23日(金) 市立人権文化センター １月6日（金） 市立人権文化センター

12月24日(土) 古市集会所 １月7日(土） 古市集会所

12月26日(月) 恵我之荘集会所 1月9日（月） 恵我之荘集会所

12月28日(水) 松原公民館 １月4日（水） 松原公民館

昼例会 12月8日(木) 市民交流センター(キックス) 1月12日（木） 市民交流センター(キックス)

藤井寺断酒会

松原市断酒会

断酒会名

大阪狭山市断酒会

河内長野市断酒会

富田林断酒会

羽曳野市断酒会

八尾市断酒会

東大阪断酒会

守口市断酒会

断酒会名

枚方断酒会

寝屋川市断酒会

門真市断酒会

大東市断酒会

箕面断酒会

池田市断酒会

豊中市断酒会

断酒会名

交野市断酒会

摂津

吹田

断酒会名

茨木

一般社団法人大阪府断酒会　年末年始例会場案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022･2023年末年始例会場案内

断酒会名

島本断酒会

高槻断酒会



一般社団法人大阪府断酒会　年末年始例会場案内
泉州断酒連合会

支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

12月26日（月） 人権文化センター １月9日（月） 人権文化センター

12月22日（木） 高石市民文化会館(アプラ) 1月5日（木） 高石市民文化会館(アプラ)

12月28日（水） 泉大津総合福祉センター １月11日（水） 泉大津総合福祉センター

12月27日（火） 岸和田市立福祉総合センター １月10日（火） 岸和田市立福祉総合センター

貝塚中央 12月26日（月） 貝塚市民福祉センター １月9日（月） 貝塚市民福祉センター

貝塚 12月22日（木） 貝塚市民福祉センター １月5日（木） 貝塚市民福祉センター

昼例会 12月21日（水） 貝塚市民福祉センター １月4日（水） 貝塚市民福祉センター

12月24日（土） 佐野公民館 １月7日（土） 佐野公民館

12月28日（水） 尾崎公民館 １月11日（水） 尾崎公民館

堺市断酒連合会
支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

12月26日（月） 堺市東保健センター 1月11日(火) 堺市東保健センター 東会員、入院中、東地域在住者のみ参加可

12月26日（月） 堺市南保健センター 1月11日(火) 堺市南保健センター 要問合せ

12月27日(火) 堺市中保健センター 1月10日(火) 堺市中保健センター 要問合せ

12月28日(水) 堺市美原保健センター 1月4日(水) 堺市美原保健センター 要問合せ

12月28日(水) 堺市北保健センター 1月4日(水) 堺市北保健センター 問合せ不要

12月23日(金) 堺市総合福祉会館 1月6日(金) 堺市総合福祉会館 問合せ不要

12月23日(金) 堺市西保健センター 1月6日(金) 堺市西保健センター 問合せ不要

石津川支部 12月24日(土) 浜寺三光会館 1月7日(土) 浜寺三光会館 問合せ不要

大阪市断酒連合会
支部名 最終例会日 会場名 初例会日 会場名 現在の会場状況

12月26日(月) 生野区民センター 1月9日(月) 生野区民センター

田辺 12月27日(火) 早川福祉会館 1月9日(火) 早川福祉会館

矢田 12月27日(木) ゆうあいセンター 1月12日(木) ゆうあいセンター

平野南 12月23日(金) 平野区民センター 1月6日(金) 平野区民センター

平野北 12月２8日(水) 平野区民ホール 1月4日(水) 平野区民ホール

12月28日(水) 東成区民センター 1月5日(木) 東成区民センター

12月28日(水) 阿倍野区民センター 1月4日(水) 阿倍野区民センター

12月24日(土) 天王寺区民センター 1月21日(土) 天王寺区民センター

日曜例会 12月28日(日) 天王寺区民センター 1月15日(日) 天王寺区民センター

12月27日(火) 西淀川マルモット区民ホール 1月10日(火) 西淀川マルモット区民ホール

淀川南 12月27日(火) 淀川区民センター 1月10日(火) 淀川区民センター

淀川東 12月22日(木) 宮原会館 1月5日(木) 宮原会館

12月26日(月) 福島区民センター 1月9日(月) 福島区民センター

12月23日(金) 港区民センター 1月13日(金) 港区民センター

12月14日(水) 西九条社会福祉会館 1月11日(水) 西九条社会福祉会館

12月26日(月) 連合会本部 1月16日(月) 連合会本部

12月21日(水) 連合会本部 1月18日(水) 連合会本部

12月26日(月) 大正区コミュニティセンター 1月9日(月) 大正区コミュニティセンター

西成東 12月27日(火) 西成区民センター 1月10日(火) 西成区民センター

西成南 12月22日(木) 西成区民センター 1月12日(木) 西成区民センター 会場都合で会場変更

12月23日(金) 住吉区民センター 1月6日(金) 住吉区民センター

12月24日(土) 住吉公園集会所 1月7日(土) 住吉公園集会所

12月23日(金) 大阪産業創造館15階 1月13日(金) 大阪産業創造館15階

12月14日(水) 城東区民センター 1月11日(水) 城東区民センター

淡路 12月21日(水) 淡路福祉会館 1月18日(水) 淡路福祉会館

上新庄 12月24日(土) 新庄会館 1月14日(土) 新庄会館

12月16日(金) 都島区民センター 1月6日(金) 都島区民センター

朝例会 12月14日(水) 都島区民センター 1月11日(水) 都島区民センター

12月26日(月) 鶴見区民センター 1月16日(月) 鶴見区民センター

12月22日(木) 大淀コミュニティセンター 1月5日(木) 大淀コミュニティセンター

12月27日(火) 今市カトリック教会 1月10日(火) 今市カトリック教会

12月3日(土) 中央会館 1月14日(土) 中央会館

12月23日(金) リカバリハウスいちごいちご矢田 1月13日(金) リカバリハウスいちごいちご矢田

12月24日(土) リカバリハウスいちごいちご長居 1月14日(土) リカバリハウスいちごいちご長居

12月25日(日) 連合会本部 1月22日(日) 連合会本部

12月26日(月) 連合会本部 1月16日(月) 連合会本部

12月17日(土) 連合会本部 1月21日(土) 連合会本部

指針と規範を学ぶ会

ストリーム例会

ぴぁトーク

鶴見断酒会

北断酒会

旭断酒会

連合会合同例会

連合会おはよう例会

連合会こんにちは例会

中央断酒会

城東断酒会

東淀川断酒会

東淀川断酒会

都島断酒会

都島断酒会

浪速断酒会

大正断酒会

西成断酒会

西成断酒会

住吉断酒会

住之江断酒会

淀川断酒会

淀川断酒会

福島断酒会

港断酒会

此花断酒会

西断酒会

平野断酒会

東成断酒会

阿倍野断酒会

天王寺断酒会

天王寺断酒会

西淀川断酒会

断酒会名

生野断酒会

東住吉断酒会

東住吉断酒会

平野断酒会

堺市深井断酒会

堺市美原断酒会

堺市金岡断酒会

堺市宿院断酒会

堺市鳳断酒会

堺市鳳断酒会

泉佐野市断酒会

阪南新生断酒会

断酒会名

堺市東断酒会

堺市泉北断酒会

高石市断酒会

泉大津断酒会

岸和田断酒新生会

貝塚市断酒会

断酒会名

和泉断酒会


