
＜＜環境保全・アダプト＞＞ 

1 アダプトプログラム「四季折々」 

2 アダプト・マリンタウン福島 

3 アダプトロード桜ヶ丘 

4 和泉の水を育む会 

5 尾崎漁業組合 

6 男里川水系環境保全活動実行委員会 

7 男里川を守る会 

8 クリーン茶屋川 

9 すみれの会 

10 はなもも会 

11 阪南のまちをきれいにする会 

12 B・B の会(ビューティフル・ビーチの会) 

13 特定非営利活動法人 ホタル燦燦会 

14 南大阪環境フォーラム 

15 下荘校区下荘地区福祉委員会 下荘美化ボランティア 

16 チーム☆ガサ 

17 桜の園の会 



 

 

 

  



 1 

1 アダプトプログラム「四季折々」 

代表者   辻川秀男 (つじかわひでお) 

連絡担当者  辻川玲子 (つじかわれいこ) 

住所   〒599-0223 阪南市光陽台 2丁目 17-10 

TEL   072-473-2612 

FAX   072-473-2612 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1999 年 9 月(法人認証 1999 年 10 月) 

会員数 9 人 

活動場所 光陽台 2 号公園。住民センターの駐車場、緑地帯 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 市道西鳥取 112 号線道路周辺の清掃、 

および、道路、公園、住民センター駐車場、緑地帯の美化活動

(四季折々の花植え) 
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2 アダプトマリンタウン福島 

代表者   西平正 (にしひらまさし) 

連絡担当者  非公開  

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2004 年 2 月 

会員数 10 人 

活動場所 福島第３、第４公園等 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 主として、福島第３、第４公園の清掃 
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3 アダプトロード桜ヶ丘 

代表者   森下信夫 (もりしたのぶお) 

連絡担当者  非公開 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2010 年 10 月(法人認証 2010 年 10 月) 

会員数 39 人 

活動場所 桜ヶ丘交差点立橋周辺 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 桜ヶ丘交差点立橋周辺の清掃作業 
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4 和泉の水を育む会 

代表者   成子和弘 (なるこかずひろ) 

連絡担当者  成子和弘 (なるこかずひろ) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 3-13-6 

TEL   072-472-0032 

FAX   072-472-5000 

E-ｍail   naruko@naniwamasamune.com 

WEB   なし 

設立時期 2011 年 4 月 

会員数 40 人 

活動場所 市民活動センター 

入会につ

いて 

【入会条件】和泉の水や川に興味のある人。 

【会費】  年会費 2000 円 

活動内容 和泉の水(男里川)の環境をよくするための活動。和泉の水のす

ばらしさを PR する活動。子供たちに自然を大切にする教育を

していく。 
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5 尾崎漁業協同組合 

代表者   南佳典 (みなみよしのり) 

連絡担当者  非公開 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 3-27-14 

TEL   072-472-0137 

FAX   072-472-8748 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1949 年 10 月 (法人認証 1949 年 10 月) 

会員数 49 人 

活動場所 組合事務所 

入会につ

いて 

【入会条件】漁業従事者のみ 

【会費】  なし 

活動内容 地元中学生と連携して福島護岸清掃に取り組む。資源管理にと

りくみ海底耕うんを実施 
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6 男里川水系環境保全活動実行委員会 

代表者   成子和弘 (なるこかずひろ) 

連絡担当者  成子和弘 (なるこかずひろ) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町3-13-6 

TEL   090-5131-0032 

FAX   072-472-5000 

E-ｍail   naruko@naniwamasamune.com 

WEB   なし 

設立時期 2014 年 6 月 

会員数 30 人 

活動場所 男里川水系内 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 男里川水系内の清掃活動(毎月)・ 水系内の親子水生生物観会

(年)・環境保全啓発ポスター募集(年)・ 市民、企業の皆様によ

る一斉清掃活動(年)・ 小学生を対象とした自然観察会(年) 
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7 男里川を守る会 

代表者   辻山正甫 (つじやままさほ) 

連絡担当者  辻山正甫 (つじやままさほ) 

住所   〒599-0216 阪南市緑ヶ丘 1-18-16 

TEL   090-8776-6054 

FAX   072-473-3557 

E-ｍail   tsujiyama0408@iris.eonet.jp 

WEB   なし 

設立時期 2012 年 4 月 

会員数 20 人 

活動場所 男里川水系内 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 ① 河川の清掃活動(毎月) ②小学生生物観会(年) ③小学生の自

然然環境体験学習(校外学習) (年) ④市民、企業の皆様によ

る、一斉清掃活動(毎年 2 月第 3 土曜日) 
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8 クリーン茶屋川 

代表者   宇戸肇 (うどはじめ) 

連絡担当者  宇戸肇 (うどはじめ) 

住所   〒阪南市箱作1178-31 

TEL   072-476-5987 

FAX   072-476-5987 

E-ｍail   uhaji@rinku.zaq.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2012 年 6 月 (自主的活動開始 2008 年 1 月) 

会員数 3 人 

活動場所 市内箱作の茶屋川(1 号農道橋周辺) 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 茶屋川の汚れがあまりにも激しいので少しでも美しくしたいと

思い活動しています。 
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9 すみれ会 

代表者   白井しげ子 (しらいしげこ) 

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 2003 年 7 月 (法人認証 2003 年 7 月) 

会員数 6 人 

活動場所 黒田児童公園 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 公園のそうじ、花壇の手入れなど 
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10 はなもも会 

代表者   安江一泰 (やすえかずひろ) 

連絡担当者  安江一泰 (やすえかずひろ) 

住所   〒599-0236 阪南市桃の木台 7-9-4 

TEL   072-476-3321 

FAX   072-476-3321 

E-ｍail   kazuhiro_yasue@yahoo.co.jp 

WEB   なし 

設立時期 2003 年 7 月 

会員数 4 人 

活動場所 桃の木台南公園 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

いつでも自由に入って一緒に活動できます。 

活動内容 原則月 2 回(第 2 および第４月曜日)に桃の木台南公園の美化活

動を実施。(9 時ごろより、１～２時間) 
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11 阪南の町をきれいにする会 

代表者   居石和之 (すえいしかずゆき) 

連絡担当者  居石和之 (すえいしかずゆき) 

住所   〒599-0205 阪南市新町 313-5 

TEL   072-447-6708 

FAX   072-447-6708 

E-ｍail   ks.sueishi@gmail.com 

WEB   なし 

設立時期 2016 年 27 月 

会員数 5 人 

活動場所 阪南市市民活動センター 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 男里川河口～里海公園までの海岸道路全域の美化活動を通じ、

魅力ある町づくりに寄与する。 
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12 B・Bの会 

(ビューティフル・ビーチの会) 

代表者   中本浩二 (なかもとこうじ) 

連絡担当者  中本浩二 (なかもとこうじ) 

住所   〒599-0235 阪南市箱の浦 2492-65 

TEL   090-5138-8823 

FAX   なし 

E-ｍail   kouji-nakamoto@outlook.com 

WEB   https://www.facebook.com/b.bnokai 

設立時期 2018 年 4 月 

会員数 9 人 

活動場所 阪南市内の海岸(里海公園～箱作海岸～貝掛海岸) 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  年会費 1000 年 

活動内容 大阪港湾局・阪南市と「アダプト・シーサイド・プログラム」

認定団体。南大阪湾の海岸の清掃活動、自然環境破壊の現状を

知る学習会。 
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13 特定非営利活動法人ホタル燦燦会 

（とくていひえいりかつどうほうじん ほたるさんさんかい） 

代表者   三窪幸男 (みくぼさちお) 

連絡担当者  尾高高史 (おだかたかし) 

住所   〒599-0214 阪南市山中渓 229番地(木田) 

TEL   072-472-4232 

FAX   072-472-4232 

E-ｍail   odaka@osaka.zaq.jp 

WEB   なし 

設立時期 2009 年 9 月 (法人認証 2009 年 9 月) 

会員数 118 人 

活動場所 阪南市、大阪市、その他 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】 入会金 1000 円 年会費 2000 円 法人会員 10000 円 

活動内容 地域の自然環境に対してホタルの再生、自然の再生に関する事業

を行うことにより、自然環境の保全や回復、市民や子どもの福祉

及び共育に寄与することを目的とする。 
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14 南大阪環境フォーラム 

代表者   辻山正甫 (つじやままさほ) 

連絡担当者  辻山正甫 (つじやままさほ) 

住所   〒599-0216 阪南市緑ヶ丘 1-18-16 

TEL   090-8776-6054 

FAX   なし 

E-ｍail   tsujiyama0408@iris.sonet.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2012 年 4 月 

会員数 10 人 

活動場所 南大阪地域 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 ① 環境保全活動団体の情報交換・交流・連携 

② 南大阪地域の環境保全活動の推進・指導 
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15 下荘校区福祉委員会・ 

下荘地域美化ボランティア 

代表者   肥田茂夫 (ひだしげお) 

連絡担当者  谷山俊夫 (たにやまとしお) 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1996 年 

会員数 54 人 

活動場所 茶屋川 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 アダプト（阪南市）箱作駅ロータリー 平成 19 年 5 月２日 
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16 チーム☆ガサ 

代表者   三宅壽一 (みやけじゅんいち) 

連絡担当者  非公開 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2018 年 11 月 

会員数 15 人 

活動場所 大阪湾 

入会につ

いて 

【入会条件】会の認めた者 

【会費】  あり 

活動内容 2018 年 11 月阪南市で第 11 回アマモサミットが開催され、全国

からアマモ場をはじめとする自然環境再生に取り組む仲間たちが

集まりました。これを機会に「チーム☆ガザ」として結成し今ま

で以上に大阪湾のすばらしさを広め次世代につなげます。 
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17 桜の園の会 

代表者   高橋久夫 (たかはしひさお) 

連絡担当者  非公開 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   hisao-0515@zeus.eonet.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2019 年 4 月 

会員数 14 人 

活動場所 桜の園 

入会につ

いて 

【入会条件】目的を理解し、会費を納めること 

【会費】  年会費 500 円 

活動内容 本会は阪南市及び他地域の人々にとっても貴重な野外活動の場

である「桜の園」の永続的存続を望み、阪南市の市民の森にふ

さわしい環境や場作りの活動とその維持を図る活動を手助けす

ることを目的にする。 
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