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1 イベントプロジェクト 

代表者   山田昌一 (やまだまさかず) 

連絡担当者  山田昌一 (やまだまさかず) 

住所   〒599-0203 阪南市黒田 627-19 

TEL   072-472-2190 

FAX   072-472-2190 

E-ｍail   surisumairu@rinku.zaq.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2001 年 4 月 

会員数 10 人 

活動場所 尾崎公民館 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  月会費 500 円 

活動内容 毎年開催している、「阪南ふれあい盆踊り」や「阪南まつり」、

その他各地域のイベント協力やボランティア活動と、幅広く活

動しています。 
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2 NPO 法人大阪夢づくり協議会 

代表者   砂本兼三(すなもとけんぞう) 

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 2001 年 1 月(法人認証 2004 年 2 月) 

会員数 30 人 

活動場所 泉州地域 

入会につ

いて 

【入会条件】理事長承認 

【会費】  入会金 1 万円 年会費 1 万円(現在休止中) 

活動内容 公道を中心としたサーキットの開催を目指すなど、諸外国から

来る旅行者にも魅力ある日本になる様、地域の活性化と経済の

発展について研究しています。 
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3 三笑会（さんしょうかい） 

代表者   山田昌一 (やまだまさかず) 

連絡担当者  山田昌一 (やまだまさかず) 

住所   〒599-0203 阪南市黒田 627-19 

TEL   072-472-2190 

FAX   072-472-2190 

E-ｍail   surisumairu@rinku.zaq.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 1999 年 12 月 

会員数 25 人 

活動場所 尾崎公民館、地域交流館体育館 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  月会費 1000 円 

活動内容 盆踊り大会主催、地域の盆踊り協力、慰問に協力、ギネスに挑

戦世界一に参加協力 1826 名(世界一) 
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4 阪南コットンワークス 

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 2017 年 10 月 

会員数 11 人 

活動場所 阪南市貝掛 373-1「綿の木の館」、夢プラザ、サラダホール 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  令和より年会費検討中 

活動内容 綿の木に関する様々な活動を通じ魅力ある町づくりに貢献す

る。綿の木の栽培、商品開発を展開(休耕田を活用)。活け花

展、ツリーの製作展示と古民家(空き家)の活用。 
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5 特定非営利活動法人 

阪南まちづくり推進ネット 

代表者   釣舩廣子 (つりふねひろこ) 

連絡担当者  釣舩廣子 (つりふねひろこ) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 1617 

TEL   072-476-1808 

FAX   072-476-1808 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2014 年 6 月 (法人認証 2014 年 6 月) 

会員数 11 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】  年会費 1200 円 

活動内容 よりよいまちづくりを目指して学習会、交流会等を開催。昨年

からは「市民会議」を連続して開催し最終的には阪南市行政に

提言する予定。 
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6 阪南まちづくりネットワーク 

代表者   浅井妙子 (あさいたえこ) 

連絡担当者  浅井妙子 (あさいたえこ) 

住所   〒599-0224 阪南市舞 5-2-20 

TEL   090-3036-2285 

FAX   072-472-9655 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2003 年 1 月 

会員数 21 団体 

活動場所 阪南市市民活動センター（月 1 定例会）イベント参加 

入会につ

いて 

【入会条件】市民活動団体 

【会費】  なし 

活動内容 定例会/団体やまちの情報交換、講座参加など 

イベント参加/阪南市で収穫した玉ねぎの皮で作った「玉ねぎ

茶」、よもぎの「よもぎ茶」、ゴーヤの「ゴーヤ茶」を「はな茶

（はなティー）として広げる活動など。 



 

 7 

7 阪南まちおこし夢テラス 

代表者   樋野修司 (ひのしゅうじ) 

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 2011 年 4 月 

会員数 20 人 

活動場所 阪南市内 

入会につ

いて 

【入会条件】会員の紹介・ボランティア養成講座修了者 

【会費】  年会費 1000 円 

活動内容 ・町の歴史・文化などを発信―出版物、紙芝居の製作発行 

・歴史散策・買い物ツアー等の事業と観光ボランティアの養成 

・町案内ボランティアー市内外の観光者のための案内 

・町づくりの提言―歴史、文化の町阪南を考える 
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8 あたごプラザ協議会 

代表者   河野道平 (かわのみちひら) 

連絡担当者  榎本武彦 (えのもとたけひこ) 

住所   〒599-0224 阪南市舞 3 丁目 31 番 6 号 

TEL   072-473-4010 

FAX   072-473-4010 

E-ｍail   atago-p@basil.ocn.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2002 年 4 月 

会員数 135 人 

活動場所 あたごプラザ 

入会につ

いて 

【入会条件】舞校区に居住している 

【会費】  なし 

活動内容 あたごプラザ協議会は平成 14 年より、幼児から高齢者までが

利用できる施設として、地域福祉の増進や生涯学習の推進を目

的に、地域諸団体の協力のもとボランティアを中心に運営され

ています。 
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9 阪南市商工会 

代表者   奥野英俊 (おくのひでとし) 

連絡担当者  出口尚暢 (でぐちなおあき) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 35-4 

TEL   072-473-2100 

FAX   072-473-0551 

E-ｍail   info@hannan-sci.jp 

WEB   http://www.hannan.sci.jp/ 

設立時期 1964 年 5 月 (法人認証 1964 年 5 月) 

会員数 980 事業所 

活動場所 阪南市商工会 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  月会費１口 1000 円(詳細は問い合わせ) 

活動内容 商工会は主として市町村における商工業の総合的改善発達を図

るとともに、社会一般の福祉の増進に資すること目的として、

商工会法に基づき設立された特別認可法人です。商工業者の経

営支援や地域の活性化を図るために様々な活動をしています。 
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10 ともに生きる たんぽぽの会 

代表者   中村千草 (なかむらちぐさ) 

連絡担当者  中村千草 (なかむらちぐさ) 

住所   〒599-0216 阪南市緑ヶ丘 3 丁目 17-18 

TEL   072-472-3294 

FAX   072-472-3294 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2020 年 1 月 

会員数 10 人 

活動場所 団体事務所、市民活動センター夢プラザ 

入会につ

いて 

【入会条件】障がいを持つ当事者、家族と本会を支援する人 

【会費】  年会費 2000 円 

活動内容 障がい児を持つ親同士が、20 年以上、月 1 回集まって悩みなどを話す会を

継続してきましたが、家族だけでは安心して暮らす社会は作れません。障が

いを持っていても、生涯にわたって安心して生活できるよう、障がいに対す

る理解を深め、誰もが安心して暮らせる町になるための活動を行います。 
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11 ぽれぽれ広場 

代表者   佐渡 千嘉子 (さどちかこ) 

連絡担当者  佐渡 千嘉子 （さどちかこ）  

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 2 丁目 19-17 

TEL   090-5640-9648 

FAX   なし 

E-ｍail   polepole.ozaki@gmail.com 

WEB   http://polepole.www.jp/ 

設立時期 令和 2 年 4 月 

会員数 5 人 

活動場所 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】  あり（月会費：50 円） 

活動内容 阪南市を丸ごと一つの企業に見立て「地域福祉」「経済」「教育」 

「子育て」「防災」「歴史の継承」をひとつにまとめる。 

世代を越えたコミュニティーを作る事で阪南市をより良い町へと導く。 
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12 一般社団法人泉州バリアフリー協会 

代表者   嶋津 克彦 (しまづかつひこ) 

連絡担当者  嶋津 克彦 （しまづかつひこ）  

住所   〒599-0202 阪南市下出 372-4 

TEL   072-472-2329 

FAX   072-472-2326 

E-ｍail   contact@sbfa.jp  

WEB   http://sbfa.jp 

設立時期 平成 30 年 11 月 

会員数 １2 人 

活動場所 団体事務所、市民活動センター夢プラザ、その他（商工会） 

入会につ

いて 

（入会条件）なし 

 
 

【会費】  あり（年会費：3,000 円〜） 

活動内容 泉州地域におけるバリアフリーを推進し、情報発信することによってバリ 

アフリーマーケットを確保し、循環型地域経済の再構築を目指す。 

またユニバーサルツーリズムの観点から、地域の豊かな自然環境、産業、 

歴史など様々な観光資源をあらゆる人が享受できるよう、障がい者や高齢 

者が健常者とともに暮らすノーマライゼーション社会に寄与することを目 

的とする。 

 



 

 13 

 

 


