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1 あそび広場 つくしんぼ 

代表者   殿井幸代（とのいさちよ） 

連絡担当者  殿井幸代 (とのいさちよ) 

住所   〒599-0204 阪南市鳥取 1214-1（西鳥取公民館） 

TEL   072-472-3188 

FAX   072-472-3814 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1998 年 2 月 

会員数 50 人 

活動場所 西鳥取公民館 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 園児、小学生とその親のためのサークルです。楽しい話題も共

有しながら子育てしていきましょう。 

【日程】年間 6 回（小学生親の会） 

【時間】午前 10 時～12 時 
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2 ウエストバードの会 

代表者   名倉やよい (なぐらやよい) 

連絡担当者  非公開 

住所   非公開 

TEL   072-472-1011 

-FAX   072-472-1011 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1999 年 4 月 

会員数 8 人 

活動場所 西鳥取小学校・石田保育所・子育て支援センター 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 子どもの豊かな想像力・読解力を養い、質の良い言葉や児童文

化に触れてもらう事により、子ども達の心身の健全な発達に寄

与することを目的とする。 
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3 MOAパンジー 

代表者   太田千栄子 (おおたちえこ) 

連絡担当者  太田千栄子 (おおたちえこ) 

住所   〒599-0202 阪南市下出 500-13 

TEL   072-473-2435 

FAX   072-472-2190 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2002 年 5 月 

会員数 ８～10 人 

活動場所 尾崎駅前・阪南市役所花壇 

入会につ

いて 

【入会条件】入会自由 

【会費】  なし 

活動内容 お花のいけこみ、清掃活動や自然農法、自然食などを進めてい

ます。(美化活動に協力) 
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4 ガールスカウト大阪府連盟 

第142団 

代表者   平野美雪 (ひらのみゆき) 

連絡担当者  平野美雪 (ひらのみゆき) 

住所   非公開 

TEL   072-471-1791 

FAX   072-471-1791 

E-ｍail   franjipani.m@gmail.com 

WEB   なし 

設立時期 1982 年 12 月 

会員数 12 人 

活動場所 集会は主に阪南市内(キャンプなど市外の場合有) 

入会につ

いて 

【入会条件】就学 1 年前の少女から入団できます 

【会費】  入団金 3000 円 登録費、保険 7450 円 

活動内容 「自己啓発」「人とのまじわり」「自然とともに」の 3 つの柱と

し、プログラムを展開します。自分の可能性を発見し、様々な

人と共に行動し、自然との調和を学び豊かな感性を養う。 
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5 学校に行きたがらない子を持つ親の会

「フラワーズ」 

代表者   小川清美 (おがわきよみ) 

連絡担当者  さくら (さくら) 

住所   非公開 

TEL   050-3748-8781 

FAX   なし 

E-ｍail   sm59005@yahoo.co.jp 

WEB   http://flowers590.jimdo.com/ 

設立時期 2012 年 6 月 

会員数 100 人 

活動場所 阪南市地域交流館、泉南市民交流センター、西成区民センター 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  年会費、入会金なし、参加費(300～1500 円)  

活動内容 不登校お子さんを持つ親の会です。発達障害、起立性調節障害

などの親も参加しています。ゲストスピーカーとして心理カウ

ンセラーが同席することもあります。 
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6 つくし文庫 

代表者   谷本美由貴 (たにもとみゆき) 

連絡担当者  谷本美由貴 (たにもとみゆき) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 1032-1 

TEL   072-476-1630 

FAX   072-476-1630 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1987 年 4 月 

会員数 世話役 3 人 利用者 30 人 

活動場所 箱作住民センタ―2 階 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 児童書(絵本、読み物、紙芝居)3000 冊以上を揃え、こどもた

ち(おとなにも)に貸し出し。工作、伝統あそび、よみきかせ

等、月 2 回（第 2、4 土曜日）に開催している。 
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7 てとてとて 

代表者   筒井美和子 (つついみわこ) 

連絡担当者  筒井美和子 (つついみわこ) 

住所   非公開 

TEL   090-6061-8023 

FAX   なし 

E-ｍail   riomao-mama@softbank.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2017 年 5 月 

会員数 5 人 

活動場所 市民活動センター夢プラザ、桃の木台南住民センターなど 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 「あそび」を通して「保護者がこころとからだを整え子育てを

より楽しむこと」「子どもがのびのび育つこと」をサポートする

ことを目的とし、あそびの会、わらべうた、勉強会の開催など

している。 
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8 なないろヤルデ 

代表者   古野宏方 (ふるのひろみ) 

連絡担当者  古野宏方 (ふるのひろみ) 

住所   非公開 

TEL   090-9699-7788 

FAX   なし 

E-ｍail   midori.heartbird@gmail.com 

WEB   なし 

設立時期 2018 年 11 月 

会員数 5 人 

活動場所 地域交流館 

入会につ

いて 

【入会条件】子育て世帯で、何かしたいと考えている方 

【会費】  年会費 500 円 

活動内容 地域の子どもに向けた読み聞かせや他団体のチラシ代行作成を

行っております。 
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9 日本ボーイスカウト大阪連盟 

せんしゅう地区阪南第 1団 

代表者   坂口茂樹 (さかぐちしげき) 

連絡担当者  坂口茂樹 (さがぐちしげき) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 2-3-23-607 

TEL   072-477-6644 

FAX   072-477-6644 

E-ｍail   sakaguchi_shigeki@theia.ocn.ne.jp 

WEB   http://boyhannan1.group.jp 

設立時期 1969 年 4 月 

会員数 15 人 

活動場所 スカウト広場(田端駐輪場内) 桜の園キャンプ場 

入会につ

いて 

【入会条件】ビーバースカウト隊 小 1～2 カブスカウト隊 

小 3～5 ボーイスカウト隊 小 6～中 3 

【会費】年会費 12000 円 登録費 7000 円 プログラム料 

活動内容 野外活動や国際貢献活動などを通じて、考え抜く力、諦めない

心、チームワークを育てます。 
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10 阪南市おはなしの会 

代表者   斉藤美智子 (さいとうみちこ) 

連絡担当者  斉藤美智子 (さいとうみちこ) 

住所   〒599-0236 阪南市桃の木台 5-13-7 

TEL   072-476-0559 

FAX   072-476-0559 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1985 年 10 月 

会員数 11 人 

活動場所 阪南市立図書館視聴覚室 

入会につ

いて 

【入会条件】おはなし、絵本に興味のある方ならどなたでも 

【会費】  年会費 500 円 

活動内容 小学校、幼稚園、保育所で「おはなし配達」としておはなし、

絵本の読み聞かせ等をしています。乳幼児対象のまほうのおば

さんのおはなしかご(西鳥取公民館)や保健センターの赤ちゃん

相談時に月 2 回、絵本の読み聞かせやわらべうたをしてます。 
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11 阪南市更生保護女性会 

代表者   木村厚子 (きむらあつこ) 

連絡担当者  木村厚子 (きむらあつこ) 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1972 年 10 月 

会員数 60 人 

活動場所 阪南市防犯、社協、泉南学寮、和泉学園、泉州寮 

入会につ

いて 

【入会条件】推薦による 

【会費】  年会費 3500 円 

活動内容 和泉学園、泉南学寮の行事参加、泉州寮の食事奉仕、阪南市の

防犯活動に参加、地域の子育て支援、見守りなど 
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12 阪南市子ども文庫連絡会 

代表者   谷本美由貴 (たにもとみゆき) 

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 1984 年 5 月 

会員数 11 人 

活動場所 住民センター、公民館、図書館、あたごプラザ 

入会につ

いて 

【入会条件】子ども文庫、おはなしの会、本の会の会員 

【会費】  年会費 3500 円 

活動内容 文庫、おはなしの会、本の会に所属している会員が研修やイベ

ントを協力して行います。 
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13 FLAG 

代表者   谷本裕子 (たにもとゆうこ) 

連絡担当者  谷本裕子 (たにもとゆうこ) 

住所   〒599-0205 阪南市新町 313-5 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   flag.communion@gmail.com 

WEB   http://www.facebook.com/flag.communion/ 

設立時期 2017 年 1 月 

会員数 5 人 

活動場所 阪南市内、リトルはらっぱ 

入会につ

いて 

【入会条件】趣旨に賛同 

【会費】  なし 

活動内容 本本交換(ぶっくぶっくこうかん)やワークショップ、マーケッ

ト等の企画、開催 
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14 特定非営利活動法人 

有害環境から子どもを守る会 

代表者   岡﨑正子 (おかざきまさこ) 

連絡担当者  岡﨑正子 (おかざきまさこ) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 910番地 

TEL   072-476-2083 

FAX   072-476-2083 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1996 年 3 月 (法人認証 3 月) 

会員数 10 人 

活動場所 泉州地域 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  年会費 1000 円 

活動内容 子どもたちの健全育成の為に、子育て、生き方、有害環境など

に関する講演会、勉強会を開催。また、小・中・高で特別授

業、心を育むいのちの授業を行っています。 
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