
 

 

＜＜学術・文化・芸術・スポーツ＞＞ 

1 Aria Bella 

2 貝掛混声合唱団 

3 紙芝居サークル「花菜」 

4 女声合唱団 プリムローズ 

5 泉州南少年野球クラブ 

6 総合型地域スポーツクラブ阪南 AC 

7 図書館フレンズ広報部会 

8 南海奇術クラブ 

9 はんなん音楽に親しむ会 

10 はんなん紙芝居 

11 阪南市合唱連盟 

12 阪南市合同吟詠会 

13 阪南市少年少女合唱団 

14 阪南吹奏楽団 

15 阪南市トータルフィットネスクラブ 

16 阪南ノルディック・ウォークいきいき会 

17 阪南混声合唱団 
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1 Aria Bella(ありあ べっら) 

代表者   稲田郁代 (いなだいくよ) 

連絡担当者  稲田郁代 (いなだいくよ) 

住所   非公開 

TEL   072-471-1030 (市民活動センター) 

FAX   なし 

E-ｍail   ariabella201704@gmail.com 

WEB   http://twitter.com/kuyokuyoikuyo 

   http://ariabella.amebaownd.com 

設立時期 2017 年 4 月 

会員数 12 人 

活動場所 公民館・市民活動センター・その他 各種活動開催会場 

入会につ

いて 

【入会条件】市民公益活動を理解する方 

【会費】  なし 

活動内容 演奏活動を通じて世代間交流・生きがいづくり・子ども達の情

操を養います。また会員相互の親睦と演奏技能・演奏会企画運

営スキルの向上を図る事を目的にします。 

http://twitter.com/kuyokuyoikuyo
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2 貝掛混声合唱 

代表者   市原文子 (いちはらふみこ) 

連絡担当者  市原文子 (いちはらふみこ) 

住所   非公開 

TEL   090-3949-9513 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2002 年 4 月 

会員数 30 人 

活動場所 尾崎公民館 

入会につ

いて 

【入会条件】小学 6 年生以上の歌の好きな男女 

【会費】  月会費 社会人 2000 円 学生 1000 円 

活動内容 合唱活動 年 1 回定期演奏会 他、地域イベントに出演 
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3 紙芝居サークル「花菜」 

(かみしばいさーくるはなな) 

代表者   渡辺美代子 (わたなべみよこ) 

連絡担当者  渡辺美代子 (わたなべみよこ) 

住所   非公開 

TEL   072-471-1030 (市民活動センター) 

FAX   なし 

E-ｍail   非公開 

WEB   なし 

設立時期 2014 年 3 月 

会員数 13 人 

活動場所 阪南市立文化センター、図書館、社会福祉協議会、介護施設 

入会につ

いて 

【入会条件】特になし (年 1 回以上上演会に参加すること) 

【会費】  年会費 1000 円 

活動内容 紙芝居を通じて、自分も楽しみながら、観客の皆さんにも楽し

んで頂ける時間を共有したいと思っています。手作り紙芝居に

興味のある人もどうぞお越し下さい。 
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4 女声合唱団プリムローズ 

代表者   中村加代子 (なかむらかよこ) 

連絡担当者  中村加代子 (なかむらかよこ) 

住所   非公開 

TEL   090-9984-4724 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1985 年 9 月 

会員数 25 人 

活動場所 東鳥取公民館 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  月会費 3000 円 

活動内容 ハーモニーの美しさと歌う喜びを求める女声合唱団。おかあさ

ん大会、泉南地区合唱フェスティバル、七夕コンサート、公民

館まつりなどに出演しています。 
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5 泉州南少年野球クラブ 

代表者   米原章登 (よねはらあきと) 

連絡担当者  非公開 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   myyakyu@yahoo.co.jp 

WEB   http://osaka.pop.co.jp/senmina 

設立時期 2014 年 4 月 

会員数 100 人 

活動場所 箱作公園、箱作小学校 

入会につ

いて 

【入会条件】原則として貝掛中学校校区の小学生と保護者、お

よび趣旨賛同者 

【会費】  入会費 3000 円、月会費 3000 円 

活動内容 阪南市少年軟式野球連盟に所属し、少年野球を通じて礼儀や挨

拶、集団行動の大切さを伝え、また会員相互の交流活動を行っ

ています。 
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6 総合型地域スポーツクラブ阪南 AC 

代表者   睦谷一馬 (むつたにかずま) 

連絡担当者  陸谷一馬 (むつたにかずま) 

住所   〒599-0225 阪南市鳥取三井 21-6 

TEL   072-475-3240 

FAX   072-475-3240 

E-ｍail   mutsutani@rinku.zaq.ne.jp 

WEB   http://hannanac.jp 

設立時期 2006 年 2 月 

会員数 250 人 

活動場所 総合体育館、東鳥取公民館、西鳥取公民館、あたごプラザ 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】一般会員 年会費 6000 円、シルバー会員（60 歳以

上）年会費 5000 円、用具費 6000 円/年、保険 2000 円/年 

活動内容 ショートテニス、ソフトバレー、卓球、太極拳、ヒップホップ

ダンス、親子体操、健康体力づくり、健康運動教室など、詳し

はホームページをご覧下さい。 
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7 図書館フレンズ広報部会 

代表者   大和田裕一 (おおわだゆういち) 

連絡担当者  大和田裕一 (おおわだゆういち) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 2874-283 

TEL   090-6606-5723 

FAX   なし 

E-ｍail   2357yuyu@gmail.com 

WEB   なし 

設立時期 2008 年 4 月 

会員数 6 人 

活動場所 阪南市立図書館、市民活動センター夢プラザ 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 広報部会は図書館ボランティアだより「絆」を年間 3 回(6、

10、2 月)発行しており、原稿集めから編集、印刷と一貫した作

業を進めています。 
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8 南海奇術クラブ 

代表者   冨士六郎 (ふじろくろう) 

連絡担当者  非公開 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   非公開 

WEB   なし 

設立時期 1996 年 4 月 

会員数 7 人 

活動場所 老人施設など 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  2 か月 1000 円 

活動内容 子供会、福祉委員会、図書館、福祉施設など。 
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9 はんなん音楽に親しむ会 

代表者   林義雄 (はやしよしお) 

連絡担当者  林義雄 (はやしよしお) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 1178-44 

TEL   072-476-5290 

FAX   072-476-5290 

E-ｍail   yo-na.19411616@ezweb.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2004 年 4 月 

会員数 10 人 

活動場所 阪南市文化センターサラダホール 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 サラダホールの活性化。市民のためのコンサート。生演奏の喜

びと、身近で聞ける、安価な入場料。学校の音楽鑑賞会。地域

の音楽鑑賞推進。 
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10 はんなん紙芝居 

代表者   橋本一郎 (はしもといちろう) 

連絡担当者  橋本一郎 (はしもといちろう) 

住所   〒599-0216 阪南市緑ヶ丘 3-1-25 

TEL   072-473-1598 

FAX   072-473-1598 

E-ｍail   yukitsubaki@stella.zaq.jp 

WEB   なし 

設立時期 2014 年 2 月 

会員数 10 人 

活動場所 阪南市立図書館、高齢者施設、留守家庭児童会、他 

入会につ

いて 

【入会条件】本会の活動の趣旨に賛同し、参加する人 

【会費】  年会費 1200 円(未成年は無料) 

活動内容 阪南市立図書館内「おはなしのへや」で紙芝居を上演。(第 3、

4、5 日曜日 午後 2 時より 30 分間)。高齢者施設で月 1 回紙

芝居を上演 (2 か所)。留守家庭児童会で月 1 回紙芝居を上

演。(2 か所) 
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11 阪南市合唱連盟 

代表者   阪本町子 (さかもとまちこ) 

連絡担当者  阪本町子 (さかもとまちこ) 

住所   非公開 

TEL   072-476-1847 

FAX   072-476-1847 

E-ｍail   非公開 

WEB   なし 

設立時期 1992 年 11 月 

会員数 250 人 

活動場所 サラダホール 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  連盟加盟金 年 5000 円 

      (その他会費は各団体によって違います) 

活動内容 毎年 7 月第 1 日曜日サラダホール(大ホール)にて七夕コンサー

トを開催。) 
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12 阪南市合同吟詠会 

(はんなんしごうどうぎんえいかい) 

代表者   岸田敏弘 (きしだとしひろ) 

連絡担当者  秋山満 (あきやまみつる) 

住所   〒599-0235 阪南市箱の浦 2604-437 

TEL   072-476-2298 

FAX   072-476-2298 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1987 年 5 月 

会員数 42 人 

活動場所 市内各所 

入会につ

いて 

【入会条件】漢詩、和歌等に興味のある方 

【会費】  なし 

活動内容 各流教室での吟詠の稽古、及び発表会への参加 
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13 阪南市少年少女合唱団 

代表者   奥村由起 (おくむらゆき) 

連絡担当者  松永賢司 (まつながけんじ) 

住所   〒599-0215 阪南市さつき台 1-8-5 

TEL   072-457-6427(松永) 

FAX   072-457-6427 

E-ｍail   ofuton2121@yahoo.co.jp (奥村) 

WEB   http://hannanjunior:blog.fc2.com/ 

設立時期 1987 年 6 月 

会員数 10 人 

活動場所 西鳥取公民館 

入会につ

いて 

【入会条件】未就学児～高校 3 年生まで 

【会費】  団費 月 3500 円 

活動内容 七夕コンサートや公民館まつりなどに出演したり、毎年 8 月下

旬の日曜日にサラダホールで定期演奏会を開催しています。毎

週金曜日に楽しく練習しています。 

 

mailto:ofuton2121@yahoo.co.jp
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14 阪南吹奏楽団 

代表者   児波宜嗣 (こなみよしつぐ) 

連絡担当者  児波宜嗣 (こなみよしつぐ) 

住所   〒599-0221 阪南市石田 560-18 

TEL   070-5430-6796 

FAX   なし 

E-ｍail   sun573y@gmail.com 

WEB   http://hannanbrass.web.fc2.com 

設立時期 1990 年 

会員数 63 人 

活動場所 サラダホール 

入会につ

いて 

【入会条件】高校生以上で楽器経験があり、楽器をお持ちの方 

【会費】  月会費 2000 円 

活動内容 「もっと楽しく、さらに楽しく」をスローガンに泉州地区の吹

奏楽文化の発展と向上のため日々努力を続けています。年 1 回

の定期演奏会の他、阪南市内のイベントの出演、中学校のトレ

ーナーなど幅広く活動しています。 
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15 阪南市ﾄｰﾀﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ 

代表者   森岡 昇 (もりおかのぼる) 

連絡担当者  森岡 昇 (もりおかのぼる) 

住所   〒599-0223 阪南市光陽台 4-10-20 

TEL   072-473-0789 

FAX   072-473-0789 

E-ｍail   htfc@cyber.ocn.ne.jp 

WEB   http://www.htfc.ecnet.jp 

設立時期 平成 11 年 7 月 31 日 

会員数 134 人 

活動場所 阪南市立総合体育館小体育室が中心 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  月会費 500 円 

活動内容 会員相互の交流と親睦を深め、生涯スポーツ活動を通じて健康づく

り、体力づくりを目的に活動しています。ｸﾗﾌﾞ本体活動のほか、ｸﾗﾌﾞ

内ｸﾗﾌﾞとして 6 ｸﾗﾌﾞ(ﾊｰﾓﾆｶｸﾗﾌﾞ、ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ、ﾊﾟｿｺﾝｸﾗﾌﾞ、ｳｵｰｷﾝｸﾞｸﾗ

ﾌﾞ、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ）が活発に活動しています。 
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16 阪南ノルディック・ウォークいきいき会 

代表者   山下常子 (やましたつねこ) 

連絡担当者  山下常子 (やましたつねこ) 

住所   〒599-0203 阪南市黒田 48-1-1105 

TEL   072-473-2670 

FAX   072-473-2670 

E-ｍail   tuneko.y.1105@docomo 

WEB   なし 

設立時期 平成 25 年 1 月 

会員数 47 人 

活動場所 東鳥取公民館、市民活動センター夢プラザ、せんなん里海公園内 

入会につ

いて 

【入会条件】あり（条件：医師により運動を禁止されている人 

【会費】  あり（年間費：1500 円） 

活動内容 活動・箱作公園から、せんなん里海公園への往復 3～4 ㎞の 

定例ﾎﾟｰﾙｳｫｰｷﾝｸﾞ 

  ・地域交流館体育施設での基礎ｳｫｰｸ及び 2～3Ｋのｳｫｰｷﾝｸﾞ屋外 

  ・ﾊﾞｽﾂｱｰによる観光ｳｫｰｸ及び連盟主催の大会参加ｳｫｰｷﾝｸﾞ 

目的：「背すじを伸ばしてかっこよく」をﾓｯﾄｰに個々に合った歩き

を指導・自宅での閉じこもりを一人でも減らし離床を促し、

介護予防への貢献。 
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17 阪南混声合唱団 

代表者   三井智子 (みついともこ) 

連絡担当者  三井智子 (みついともこ) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 2-7-7 

TEL   072-472-0537 

FAX   072-472-0537 

E-ｍail   itm.tmk-jpns@docomo.ne.jp 

WEB   http://hannankonsei.jp/contact/index.html 

設立時期 2003 年 3 月 

会員数 36 人 

活動場所 文化センター（サラダホール） 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  あり（月会費：3,000 円） 

活動内容 合唱大好き人間が集まり、和やかにハーモニーを楽しんでいます。 

50 代～90 代で合唱曲、ポピュラーな曲に挑戦しています。 

「七夕コンサート」（毎年 7 月第 1 日曜日サラダホール）に参加。 

「泉南地区合唱団フェスティバル」（泉の森大ホール毎年 11 月） 

その他介護施設、「不思議の御坊」でのボランティアコンサートを 

しています。 
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