
 

  

 

 

 

 

 

 

令和２年１月１５日更新 

グループ名 活動 PR 

 

 

阪南手芸「和み会」 
 

 

 

手作りの好きな人が集まって手芸品を作っています。 

月 2 回第３水曜日と次の週の木曜日が活動日です。 

・メンバー数：15 名 

・活 動 日：毎月第 3 水曜日・第 4 木曜日 午後 1 時 30～3 時 30 

 

 

回想法ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

「スイートピー」 

 

 

回想法は高齢者に快の気持ちをもたらします。主に高齢者の方を対

象に活動しています。来談者から懐かしい思い出「あの時、あの頃い

ろんなことがあったが、よく頑張ったなぁ」と思い出語りで笑顔と気

力を持ち続けて頂くようお手伝いをします。 

現在では老人施設での回想法が定着し、参加者の毎月の「楽しみ」

ごとの催しになっています。毎月 1 回定例会をおこなっています。 

・メンバー数：20 名 

・活 動 日：原則 毎月 1 回 

 

 

10～20 代のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ

「Smile」 

 

 

私たち Smile は、2009 年の夏休みボランティアスクールに参加し

たメンバーを中心に、これからもボランティアを続けたい！せっかく

仲間になれたのにこれで終わるのは寂しい、という気持ちで結成され

たグループです。 

 活動内容は、高齢者の方が利用される施設や子育て支援や美化活動

などです。また、自分たちで企画をしてボランティアもしています。

よかったらあなたも Smile に入ってみませんか? 

・メンバー数：14 名 

・活 動 日：毎月 1 回（定例会）、第 2 第 4 土曜日（すくすく塾） 

 

 

傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

「エクテ」 
 

 

老人福祉施設、及び個人宅での傾聴ボランティア活動です。人とゆ

っくり話をすることが少なくなっている方に、聴くという事を中心に

置いた活動です。毎月第２水曜日 13:30～定例会を実施しています。 

・メンバー数：18 名 

・活 動 日：毎月第 2 水曜日 午後 1 時 30～ 

 

 

 



グループ名 活動 PR 

 

絵手紙ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

「わかばの会」 
 

活動休止中！ 

誰もが楽しむ事のできる絵手紙を通して地域や施設で活用し、互い

に楽しみながら心の豊かさや充実を計り、健やかライフを目指します。

毎月第３金曜日 13:30～15:30 定例会を実施しています。 

・メンバー数：８名 

・活 動 日：毎月１回定例会 

 

 

小柳ラブリーバンド 
 

活動休止中！ 

老人ホーム、デイケアセンター、一人暮らし高齢者イベント等にボラ

ンティアで参加しています。ショータイムとバンド演奏を約 1 時間行

います。毎月土曜日 樫井人権センターで定例会を行っています。 

・メンバー数：１０名 

・活 動 日：毎週土曜日 樫井人権センター 

劇団オラン座 

（主な活動先が阪南市外の為

調整期間必要） 

演芸を通じて地域の皆様に夢と笑いと感動を提供しつつ社会福祉の

向上を目的としています。訪問先では、利用者・スタッフの方々と共

に感動のひとときを共有することを目指しています。 

・メンバー数：11 名 

 

阪南市混声合唱団 

 

合唱大好き人間が集まり、ハーモニーを楽しんでいます。合唱音楽

の美しさと喜びを分かち合いながら、ひろく社会へ貢献することを目

的に活動しています。阪南市唯一の混声合唱団として「1 人でも多く

の仲間と一緒に歌う」ことを目標に随時、団員募集中です。 

練習日は、毎月３回、土曜日に行っています。 

・メンバー数：27 名 

 

 

久坂流実翁吟社 

望鳥クラブ 
 

 

多趣味の持ち主。詩吟もその一つという人たちの集まりです。週１

回の稽古以外にも吟詠活動に多数参加しています。 

3 グループ(木曜日の昼、木曜日の夜、土曜日)に分かれて定例会を

行っています。 

・メンバー数：13 名 

 

 

マハロアイランダーズ 
 

 

近隣の地区イベントや施設慰問等、ボランティア関係で演奏してい

ます。ハワイアン音楽が中心ですが、いろんなジャンルの曲やフラダ

ンスのバック演奏を行っています。 

・メンバー数：6 名 

 

「夢楽らいぶ」一座 

（主な活動先が阪南市外の為

調整期間必要） 
 

 

福祉施設にて行う元気いっぱいギター弾き語りボランティアショ

ー！ 

阪南市もちろん大阪市 24 区、堺市 7 区、大阪府の全 41 市町村にて

ボランティアショーを行い歌い続けています。お気軽に依頼どうぞ。 

・メンバー数：４名 

 



グループ名 活動ＰＲ 

 

NPO 法人 

華燐エンターテイメント 

（主な活動先が阪南市外の為

調整期間必要） 
 

 

舞踊による舞台公演から活気、活力を盛り上げて頂き、心身ともに

リフレッシュして頂けるよう創作舞踊を創り上げています。 

毎週金曜日に定例化を行っています。 

・メンバー数：17 名 

ロス・アンシアノス 

（活動休止中） 

 

ギター(クラシック)２重奏で、お年寄り施設等への訪問演奏を行っ

ています。子どもの頃記憶のある童謡、唱歌(ナツメロ)等を演奏し、

皆さんと一緒に歌って楽しんでいただきます。 

練習として月 2 回大阪で行い、月 1～2 回施設訪問します。 

・メンバー数：2 名 

 

 

三笑会 
 

 

 

 

 

盆踊り(河内音頭、江州音頭、泉州音頭の踊り)を毎月 2 回練習して

います。大阪城ホール 2003,2004 関ジャニ∞と共演、上海万博に

参加し、神戸まつり、堺まつり、阪南まつりに出演しました。 

・メンバー数：30 名 

・活 動 日：毎月２回、尾崎公民館で定例会 

 

 

翠笛会 

 

老人ホームの慰問演奏会、小学校や幼稚園に邦楽交流会として尺八

の演奏会をしています。中でも、山中渓のさくら祭、泉南市のわいわ

い村の春と秋のまつり、岬町の文化祭には毎回好評を受けています。 

どうぞ、尺八に興味のあるかたは、練習会場に見学に来てください。 

・メンバー数：２３名 

 

 

 

 

阪南ハーモニカクラブ 

 

地域交流館と尾崎公民館で月 2 回練習しています。年 1 回の発表

会や泉南市内老人ホームなどで演奏しています。関西ハーモニカ連盟

に所属し、後藤先生の指導でレベルアップをはかっています。参加歓

迎です 

・メンバー数：12 名 

・活 動 日：第１・第３土曜日 9 時～12 時、地域交流館で定例会 

 

 

 

KOK(警察 OB 警備員) 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ隊 泉州村 
 

 

警察と民間警備員の経験を活かし非常重大事に備え、地域や個人の

救命要領や安全確保のアドバイスと実践指導を行います。警察への相

談要領や社会的弱者救済に向けた相談とお手伝いをしています。 

総会を年１回開催しています(その他必要時に開催) 

・メンバー数：15 名 

・活 動 日：総会 年１回 

 



グループ名 活動ＰＲ 

 

 

はつらつ尾崎地域活動 

栄養士会 
 

 

保育所、幼稚園、小学校を対象とした食育を推進し勉強をしている

栄養士のグループです。生活習慣病に対する栄養知識を身につけ、正

しい栄養知識を広め、そのための料理教室を開催しています。 

・メンバー数：11 人 

・活 動 日：月１回定例会 

 

 

 

紙芝居サークル 

「花菜」 
 

 

紙芝居は、大人、子どもにかかわらず楽しめると人気上昇中。紙芝

居の特性、共感しながら時間（連帯感）を共有するという喜びをより

多くの方に提供したいと、人の集まるところに、求めに応じて上演さ

せて頂いています。 

・メンバー数：１７人 

 

 

 

波太学習研究会 
 

 

年長、小中学生の学習支援を行っています。 

学習の場であるとともに、創造力を高めたり、言葉や行動力が豊か

になってほしいと読書できる環境づくりにも配慮し、月一回のミーテ

ィングで方針や企画をしています。 

・メンバー数：６人 

・活 動 日：石田団地 38 棟集会所 

 （月・金 5 時～6 時 30）（水 5 時～8 時） 

 

 

 

阪南ノルディック・ 

ウォーク 
 

 

箱作小学校から里海公園へ約３～４㎞のポールウォーキング。 

阪南体育館前から波太神社への 3～４㎞のポールウォーキング。 

その他、バスツアーによる観光ウォークや連盟主催の大会参加など 

・メンバー数：31 名 

・活 動 日：毎月第２・第４木曜日 箱作公園 10 時～12 時 

 

阪南はぴなす 

 

阪南市民病院の外来フロアでのご案内、自動精算機の使い方、お花の

お世話などをボランティア活動でお手伝いしています。 

病院ボランティアはパートナー（患者さん）がホッとする存在。医療

従事者ではないボランティアメンバーしか創れない空間があります。 

・メンバー数：20 人 

 

 

阪南の町を 

きれいにする会 

 

 

阪南の町をきれいにすることで住み良い魅力ある町づくりに貢献す

る。 

男里川河口～里海公園までの海岸道路（堤防沿い）全域の美化活動を

通じ阪南市を魅力ある町にしていきませんか？ 

・メンバー数：５人 

・活 動 日：第 2 土曜日 9 時～11 時市民活動ｾﾝﾀｰ・海岸道路周返 

 



グループ名 活動ＰＲ 

 

認知症カフェ 

「ぬくぬく」 

 

 

認知症カフェ「ぬくぬく」は認知症の人と家族を支える心のよりどこ

ろとなり、認知症の人や障がいをもつ人が地域の人たちと直接交流で

きる場所・集いであることを目的としています。また、ケアマネージ

ャー、介護相談員、介護者家族の会を担う経験豊富メンバーも加わり

安心と信頼を得られるものと考えています。 

・メンバー数：１３人 

・活 動 日：毎月第２水曜日 10 時～12 時地域交流館喫茶スペース 

 

ギター友の会 

音楽（ギター）でわきアイアイと楽しい時間をすごしましょう。 

 

・メンバー数：３人 

 

ゆうゆうビーズ 

 

だれでも簡単にできる手作り作品を作りましょう。 

・メンバー数：１０人 

・活 動 日：第１木曜日 地域交流館 

舞の会 
 

 

活動休止中！ 

☆施設のスタッフの方々に出来るだけご迷惑をおかけしない様 

 手作りのグループを心掛けています。 

☆観て下さる方々にとって分かり安い曲目（童謡・歌謡曲等）で踊り

ます。 

・メンバー数：１０人 

・活 動 日：月に一度練習を兼ね例会をする 

 

中田会 
 

 

☆中田会卓球クラブと称して卓球を通して健康の維持及び認知症の

方との親睦を目的としています。 

・メンバー数：１０人 

 

 

阪南コットンワークス 
 

 

会は会員相互が協力し綿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直近の活動。 

①「綿の木」を使った「いけ花展」の開催 11/12～13 ｻﾗﾀﾞ

ﾎｰﾙ 2 階。 

②高さ 3ｍのｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰの制作展示 11/26～12/25 ｻﾗﾀﾞﾎｰﾙ

1 階 

・定例会は不定期 

ハウオリフラサークル 

 毎月 3 回火曜日（3 時～4 時 30 分）尾崎公民館でハワイの

曲に合わせて、オテップやダンスを踊っています。老人ホー

ムや各種イベントに参加しています。 

・定例会は毎月第 1・2・4 火曜日 尾崎公民館 



グループ名 活動ＰＲ 

 

はんなん紙芝居  

 

 

〇阪南市立図書館で紙芝居を上演する。 

〇高齢者施設、介護施設で上演する。 

〇その他、イベントなどで上演する。 

・メンバー数：１０人 

・活 動 日：毎月第４、第５日曜日 12 時 50 分よりサラダホール

2 階視聴覚室 

 

 

泉南学寮 

グリーンサポーター 

 

 

泉南学寮グリーンサポーターは阪南市貝掛にある法務省所管の少年院

である泉南学寮（和泉学園の分院）の在院者及び職員で構成していま

す。 

非行を犯し、泉南学寮に収容されている少年たちですが、阪南市民の

方々が抱える課題を把握し、課題を解決することで地域社会に貢献す

るとともに、本活動を通じて、社会の一員であることの自覚を深め、

自主性・自律性を高めて行きたいと考えています。 

地域社会の方々のお役に立ちながら、少年たちが社会の一員として健

全な生活を送ることができるよう取り組んでまいります。※１ 

 

※１ 泉南学寮グリーンサポーターへの活動依頼については、活動日時や活動内容など調整が必要ですので、依

頼をお考えの場合はお早めに社協ボランティアセンターにご相談ください。 


