
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

阪南市市民公益活動団体 

ガイドブック 

阪南市市民活動センター夢プラザ 

2021 年 7 月更新 



登録団体一覧 
 
－ List －  

1. あおぞらの会 

2. あそび場 広場 つくしんぼ 

3. アダプトプロブラム「四季折々」 

4. アダプト・マリンタウン福島 

5. アダプトロード桜ヶ丘 

6. Aria Bella 

7. 和泉の水を育む会 

8. イベントプロジェクト 

9. ウィズ阪南女と男委員会 

10. ウエストバードの会 

11. ウォークピア 

12. MOA パンジー 

13. NPO 法人 大阪夢づくり協議会 

14. 尾崎漁業組合 

15. 男里川水系環境保全活動実行委員会 

16. 男里川を守る会 



17. ガールスカウト 大阪府連盟 第 142 団 

18. 貝掛混声合唱団 

19. 回想法 ボランティアグループ「スイートピー」 

20. 学校に行きたがらない子を持つ親の会 フラワーズ 

21. 紙芝居サークル「花菜」 

22. 特定非営利活動法人 くらしのたすけあいえぷろんの会 

23. クリーン茶屋川 

24. NPO 法人 子ども NPO はらっぱ 

25. 支えあう会 「さくらんぼ」 

26. 三笑会 

27. 自然と本の会 

28. 手話サークル 「サラダ」 

29. 女声合唱団 プリムローズ 

30. すみれ会 

31. 泉州南少年野球クラブ 

32. 総合型地域スポーツクラブ阪南 AC 

33. Type 1 Unity 

34. 地域クラブ活動支援連絡会 



35. つくし文庫 

36. てとてとて 

37. 図書館フレンズ 広報部会 

38. なないろヤルデ 

39. 南海奇術クラブ 

40. 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 

41. 特定非営利活動法人 はぁとの会 

42. ラフ・ハート 

43. はなもも会 

44. ハンドクラブ 

45. はんなん音楽に親しむ会 

46. はんなん紙芝居 

47. 阪南傾聴ボランティアグループ エクテ 

48. 阪南コットンワークス 

49. 阪南市おはなしの会 

50. 阪南市介護者 (家族)の会 

51. 阪南市合唱連盟 

52. 阪南市更生保護女性会 



53. 阪南市合同吟詠会 

54. 阪南市子ども文庫連絡会 

55. 阪南市少年少女合唱団 

56. 阪南市人権協会 

57. 特定非営利活動法人 阪南シニアベンチャークラブ 

58. 阪南市日本中国友好協会 

59. 阪南市みんなの図書館を考える会 

60. 阪南の町をきれいにする会 

61. 特定非営利活動法人 阪南まちづくり推進ネット 

62. 阪南まちづくりネットワーク 

63. B.B の会 (ビューティフル.ビーチの会) 

64. FLAG 

65. 平和と本の会 

66. 特定非営利活動法人 ホタル燦燦会 

67. ボランティアグループ Smile 

68. 本のリサイクル運営委員会 

69. 舞地区自主防災会 

70. 阪南まちおこし夢テラス 



71. 南大阪環境フォーラム 

72. 南泉州観光ボランティア推進協議会 

73. 特定非営利活動法人 有害環境から子どもを守る会 

74. 朗読 ほほえみ 

75. あたごプラザ協議会 

76. 下荘校区下荘地区福祉委員会下荘美化ボランティア 

77. チーム☆ガサ 

78. 阪南市商工会 

79. 阪南市食生活改善推進協議会 

80. 阪南吹奏楽団 

81. 桜の園の会 

82. はんなん手織りの会 紡 

83. ともに生きる たんぽぽの会 

84. 阪南市トータルフィットネスクラブ 

85. たまり場 

86. 阪南ノルディック・ウォークいきいき 

87. 阪南混声合唱団 

88. 若葉会 



89. 阪南市老人クラブ連合会 

90. ぽれぽれ広場 

91. フラワーサークル オアシス 

92. 一般社団法人泉州バリアフリー協会 

93. 笑がおの会
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１ あおぞらの会 

代表者   平福隆美 (ひらふくたかみ) 

連絡担当者  平福隆美 (ひらふくたかみ) 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2011 年 1 月 

会員数 8 人 

活動場所 阪南市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 子育て中の悩みを皆で話したり聞いたりしています。支援の必

要な子どもを持つお母さん達の交流がメインです。 
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2 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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3 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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4 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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5 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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6 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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7 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。 

 



8 

8 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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9 ウィズはんなん女と男委員会 

（うぃずはんなんひととひといいんかい） 

代表者   撫井 和美 (むいかずみ) 

連絡担当者  撫井 和美 (むいかずみ) 

住所   非公開 

TEL   072-472-4443 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1996 年 4 月 

会員数 9 人 

活動場所 市民活動センター(定例会)・市役所会議室・サラダホール 

入会につ

いて 

【入会条件】男女共同参画社会づくりに関心のある方 

【会費】  年会費 1200 円 

活動内容 男女共同参画社会づくりのための講座(ハートフル講座など)の

開催、日本女性会議への参加など 
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10 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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11 ウォークピア 

代表者   伊藤敬一 (いとうけいいち) 

連絡担当者  伊藤敬一 (いとうけいいち) 

住所   〒599-0224 阪南市舞 3-30-6 

TEL   072-474-6862 

FAX   072-474-6862 

E-ｍail   walkpair@rinku.zaq.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2001 年 4 月 

会員数 46 人 (延べ 218 人) 

活動場所 光陽台グランド内 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  年会費 2200 円 中途入会 200 円 X 残り月 

活動内容 毎週(月水金)月 12 回 時間 9：30～11：30 

ラジオ体操・筋トレ・脳トレ・インナーマッスル運動・リズム

運動・ウォーキング・その他 
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12 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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13 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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14 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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15 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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16 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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17 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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18 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 

 

 

  



19 

19 回想法ボランティアグループ「スイートピー」 

代表者   古家久枝 (ふるやひさえ) 

連絡担当者  古家久枝 (ふるやひさえ) 

住所   非公開 

TEL   072-472-2622 

FAX   072-472-2622 

E-ｍail   furuhisa811@ymobile.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2008 年 4 月 

会員数 20 人 

活動場所 認知症カフェ「くつろぎ」、阪南市内高齢者施設、介護保険事務

所 

入会につ

いて 

【入会条件】随時入会可 

【会費】  年会費 1000 円 

活動内容 高齢者を対象とし、参加者の人生の歴史や懐かしい想いを傾聴ﾎ

的な態度で聞く。高齢者施設等に行き、認知症予防の取り組

み。認知症カフェ「くつろぎ」の運営。 
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20 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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21 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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22 特定非営利活動法人  

くらしのたすけあい えぷろんの会 

代表者   村上英司 (むらかみえいじ) 

連絡担当者  村上英司 (むらかみえいじ) 

住所   〒599-0223 阪南市光陽台 1-16-10 

TEL   072-473-6606 

FAX   072-473-6788 

E-ｍail   epuron@vega.ocn.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2002 年 12 月 (法人認証 2002 年 12 月) 

会員数 41 人 

活動場所 阪南市等 

入会につ

いて 

【入会条件】ヘルパー登録等必要 

【会費】  年会費 1000 円 

活動内容 介護予防、生活支援を目的とした「自立支援・在宅サービス活

動」を行う。訪問介護ヘルパー派遣事業を行い、安心して暮ら

せる地域社会づくりに貢献する事を目的とする。 
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23 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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24 NPO 法人子ども NPO はらっぱ 

代表者   川端智代 (かわばたともよ) 

連絡担当者  殿井幸代 (とのいさちよ) 

住所   〒599-0202 阪南市下出 477-5 こどもセンター 

TEL   072-471-2276 

FAX   072-471-2276 

E-ｍail   harappa@taupe.plala.or.jp 

WEB   https://npo-harappa.web.app/ 

設立時期 1985 年 10 月 (法人認証 2003 年 9 月) 

会員数 600 人 （子ども 4 歳以上～おとな） 

活動場所 サラダホール、西鳥取公民館、市民活動センター、地域交流館体

育館、こどもセンター、屋外施設 

入会につ

いて 

【会費】入会金 500 円/世帯 月会費 800 円/世帯+600 円/鑑賞

人数(4 歳以上) 支援会員 1000 円/月・賛同会員 1 口 1000 円 

活動内容 舞台鑑賞、表現活動、異年齢のあそび体験など子ども時代に豊か

な感性を育むための活動、放課後の子どもの居場所、子育て支援

事業なども行っています。 
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25 支えあう会「さくらんぼ」 

代表者   竹間公恵 (ちくまきみえ) 

連絡担当者  竹間公恵 (ちくまきみえ) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 1569-35 

TEL   072-476-5013 

FAX   072-476-5013 

E-ｍail   rikisyd0201@gmail.com 

WEB   なし 

設立時期 2010 年 4 月 

会員数 15 人 

活動場所 いずみが丘住民センター 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  月会費 1000 円 

活動内容 「中北先生の健康座談会」開催 1 回/月 第 4 土曜日 13：00～

15：00（中北先生の都合により変更有り） 

年 2～3 回公開講座の開催 
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26 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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27 自然と本の会 

代表者   井沢浩一 (いざわこういち) 

連絡担当者  黒田治平 (くろだじへい) 

住所   〒599-0224 阪南市舞 4-11-21 

TEL   072-474-1786 

FAX   072-474-1786 

E-ｍail   shizentohon@wind.zaq.jp 

WEB  

 http://www.eonet.ne.jp/~naturebookhannan/ 

設立時期 1997 年 3 月 

会員数 43 人 （39 家族） 

活動場所 主として阪南市内 

入会につ

いて 

【入会条件】会の目的に賛同し活動を希望する個人及び家族 

【会費】  一家族年 1000 円 

活動内容 地域の自然に親しみ、自然と遊び、自然に学び、自然の中で

色々な経験をする。植物や昆虫、野鳥の観察会、子ども対象の

自然工作、読書会、清掃活動など 
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28 手話サークルサラダ 

代表者   生田美幸 (いくたみゆき) 

連絡担当者  非公開 

住所   非公開 

TEL   非公開 

FAX   非公開 

E-ｍail   非公開 

WEB   なし 

設立時期 1990 年 4 月 

会員数 18 人 

活動場所 尾崎公民館、西鳥取公民館 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  年会費 2400 円 

活動内容 例会日 *昼、夜どちらも参加は自由です。 

【昼の部】第 1、3 木曜日 10：00～12：00 尾崎公民館 

【夜の部】第 1、2、3 火曜日 19：00～21：00 西鳥取公民館 
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29 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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30 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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31 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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32 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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33 Type 1 Unity 

代表者   寺澤佳子 (てらさわけいこ) 

連絡担当者  寺澤佳子 (てらさわけいこ) 

住所   非公開 

TEL   090-6989-6886 

FAX   なし 

E-ｍail   非公開 

WEB   なし 

設立時期 2016 年 6 月 

会員数 18 人 

活動場所 自宅 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 1 型糖尿病などの病児とご家族での集まり、情報共有できる場

作りをします。 
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34 地域クラブ活動支援連絡会 

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.19411616s@ezweb.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 2017 年 4 月 

会員数 6 人 

活動場所 下荘小学校 

入会につ

いて 

【入会条件】年次事業、下荘小学校 

【会費】  なし 

活動内容 下荘小学校へのクラブ支援 (年 13 回) 総合学習への協力ボラ

ンティア 
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35 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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36 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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37 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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38 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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39 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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40 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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41 特定非営利活動法人はぁとの会 

代表者   根来敏子 (ねごろとしこ) 

連絡担当者  根来敏子 (ねごろとしこ) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 35-4 阪南市商工会 3 階 

TEL   072-471-6040 

FAX   072-471-6040 

E-ｍail   npohaatonokai@yahoo.co.jp 

WEB   なし 

設立時期 1996 年 10 月 （法人認証 2008 年 6 月） 

会員数 20 人 

活動場所 阪南市、泉南市 

入会につ

いて 

【入会条件】精神障がい者に理解のある方 

【会費】  正会員：年間 1 口 2000 円  

賛助会員：年間 1 口 1000 円、 団体会員：1 口 3000 円 

＊口数は任意です。 

活動内容 精神障がい者との交流。 
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42 ラフ・ハート 

代表者   三澤律子 (みさわりつこ) 

連絡担当者  三澤律子 (みさわりつこ) 

住所   〒599-0214 阪南市山中渓 308-1 

TEL   072-471-2505 

FAX   072-471-2505 

E-ｍail   srm308@gaia.eonet.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 1985 年 3 月 

会員数 10 人 

活動場所 泉南市、阪南市、岬町 

入会につ

いて 

【入会条件】栄養士免許取得の方 

【会費】  年会費 1000 円 

活動内容 幼稚園、保育所等の食育推進事業、高齢者の健康に関する栄養

知識の普及 

 

  



43 

43 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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44 ハンドクラブ 

代表者   中村定夫 (なかむらさだお) 

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 2011 年 3 月 

会員数 8 人 

活動場所 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 手話を使った交流を行う。 
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45 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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46 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) 



47 

47 阪南傾聴ボランティア「エクテ」 

代表者   尾崎正義 (おざきまさよし) 

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 2011 年 4 月 

会員数 22 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】傾聴ボランティア養成講座の受講(6H) 

【会費】  月会費 100 円 

活動内容 阪南市岬町の介護施設、個人宅でのお話し相手ボランティア 

 

  



48 

48 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。 

 



49 

49 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。 



50 

50 阪南市介護者(家族)の会 

代表者   田中千余子 (たなかちよこ) 

連絡担当者  吉川宗秀 (よしかわとしひで) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 1-18-15  

阪南社会福祉協議会内 

TEL   072-472-3333 

FAX   072-471-7900 

E-ｍail   非公開 

WEB   https://hannanshikaigo.jimdo.com/ 

設立時期 1987 年 10 月 

会員数 85 人 

活動場所 地域交流館 

入会につ

いて 

【入会条件】寝たきり、認知症、身体の不自由な方を介護して

いる家族、介護経験のある方、介護に関心のある方 

【会費】  年会費 1200 円(月額 100 円) 

活動内容 つどい(毎月第 2 木曜日 13：30～15：30)、施設見学、介護相

談 



51 

51 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。) 

 



52 

52 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 

 

  



53 

53 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 

 

  



54 

54 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。 

 

  



55 

55 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


56 

56 阪南市人権協会 

代表者   福岡賢次 (ふくおかけんじ) 

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 2004 年 5 月 

会員数 27 団体 6 個人 

活動場所 人権協会相談室など 

入会につ

いて 

【入会条件】阪南市人権協会規約に記載の通り 

【会費】  同上 

活動内容 ヒューマンライツセミナー、人権を考える市民の集い、憲法週

間・人権週間街頭啓発など 

 

  



57 

57 特定非営利活動法人 

阪南シニアアドベンチャークラブ 

代表者   森正樹 (もりまさき) 

連絡担当者  竹中義信 (たけなかよしのぶ) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 1-43-5 

TEL   072-496-2111 

FAX   072-496-2111 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2005 年 10 月 (法人認証 2005 年 10 月) 

会員数 38 人 

活動場所 阪南市内 

入会につ

いて 

【入会条件】本会の趣旨に賛同される方 

【会費】入会金 5000 円 正会員 5000 円 賛助会員 3000 円 

活動内容 高齢者の方が今日までの経験と能力を活かし、就業やボランテ

ィアを通して生きがいづくりや社会参加できる環境づくりを目

指して活動を行っております。 



58 

58 阪南市日本中国友好協会 

代表者   崎山雅士 (さきやままさし) 

連絡担当者  明石哲 (あかしさとる) 

住所   〒599-0202 阪南市下出 92-6 

TEL   072-471-6856 

FAX   072-471-6856 

E-ｍail   bkbb610@rinku.zaq.ne.jp 

WEB   なし 

設立時期 1991 年 9 月 

会員数 48 人 

活動場所 阪南市民活動センター 他 

入会につ

いて 

【入会条件】中国語に興味のある方 

【会費】個人会員 年会費 10000 円  

青年会員(40 歳以下)5000 円 中国人会員 3000 円 

活動内容 市民団体として中国との交流、春節お祝い会、中秋節などの行

事を通じて中国人との交流、親睦ハイキング、音楽会展覧会見

学、中国語ボランティアシステムの運用 



59 

59 阪南市みんなの図書館を考える会 

代表者   森本典子 (もりもとのりこ) 

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 1989 年 6 月 

会員数 6 人 

活動場所 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 子どもの読書環境充実と指定管理者制度を課題にした学習活動

を進めていきたいも思っております。図書館が大好き方、仲間

になって下さい。 

 



60 

60 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。 

 

  



61 

61 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。 



62 

62 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。 



63 

63 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-nakamoto２@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 円 

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。 



64 

64 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 

 

  



65 

65 平和と本の会 

代表者   山田麻里 (やまだまり) 

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 2013 年 3 月 

会員数 8 人 

活動場所 小学校 

入会につ

いて 

【入会条件】平和を希求するすべての人、特に若い世代への戦

争体験の継承に興味のある方 

【会費】  なし 

活動内容 小学校の平和学習(主に平和登校日)に、戦争のおはなしや絵本

の読み聞かせを行う。 

 



66 

66 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。 



67 

67 ボランティアグループ Smile 

代表者   上房美月 (うえぼうみづき) 

連絡担当者  井川拓哉 (いかわたくや) 

住所   非公開 

TEL   090-6325-9755 

FAX   072-485-2881 

E-ｍail   info.smile555@gmail.com 

WEB   https://info-smile555.jimdo.com/ 

設立時期 2009 年 10 月 

会員数 14 人 

活動場所 阪南市地域交流館 

入会につ

いて 

【入会条件】ガイドブックに規定あり 

【会費】  入会連絡時に詳細をお伝えします。 

活動内容 学生が中心に活動しているボランティアグループです。月に 1

回の定例会でメンバー同士がやってみたいことや興味のあるこ

とを話し合い、ボランティア活動を企画します。夏休みには夏

まつりなどを通して学生ボランティアの運営を行っています。 



68 

68 本のリサイクル運営委員会 

（つながり） 

代表者   森本典子 (もりもとのりこ) 

連絡担当者  森本典子 (もりもとのりこ) 

住所   〒599-0235 阪南市箱の浦 2604-321 

TEL   072-476-1476 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2017 年 4 月 

会員数 35 人 

活動場所 図書館入り口左側つながりスペース 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 会則あり 

活動内容 市民の皆様からの寄贈本及び市立図書館の除籍本のリサイクル

販売で得た収益を保育所や幼稚園、小学校、図書館に社会還元

するボランティア活動  



69 

69 舞地区自主防災会 

代表者   稲垣哲彦 (いながきてつひこ) 

連絡担当者  稲垣哲彦 (いながきてつひこ) 

住所   〒599-0224 阪南市舞 2 丁目 13-1 

TEL   072-471-3551 

FAX   072-471-3551 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2007 年 4 月 

会員数 舞 1 丁目～5 丁目住民 

活動場所 事務所：舞西住民センター 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 災害の防止及び軽減を図る活動 

・防災訓練、セミナーの実施 

・防災に関する広報 

・防災資機材の備蓄  



70 

70 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 



71 

71 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 

 

 



72 

72 南泉州観光ボランティア連絡協議会 

代表者   樋野修司 (ひのしゅうじ) 

連絡担当者  樋野修司 (ひのしゅうじ) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 2880-24 

TEL   072-476-1073 

FAX   072-476-1073 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

 

設立時期 2009 年 3 月 

会員数 6 団体 

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】各市町村の観光ボランティア団体 

【会費】  なし 

活動内容 貝塚市、熊取町、泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町の 6 市町で

活動している観光ボランティア団体が連携して南泉州地域の観

光推進を図ることを目的としています。 



73 

73 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。 



74 

74 朗読ほほえみ 

代表者   杉谷正代 (すぎたにまさよ) 

連絡担当者  杉谷正代 (すぎたにまさよ) 

住所   非公開 

TEL   お問い合わせ阪南市市民活動センターまで 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1998 年 4 月 

会員数 13 人 

活動場所 図書館視聴覚室、夢プラザ 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  月会費 2000 円 

活動内容 朗読ボランティア活動を通じて、障がい者や地域住民との交流

を図る。声の広報はんなんと市議会便りのテープ作成、図書館

からの依頼の対面朗読などを行っている。定例会は月 2 回 (第

2・4 火曜日) 



75 

75 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。 



76 

76 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 

 

  



77 

77 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。 



78 

78 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。 



79 

79 阪南市食生活改善推進協議会 

代表者   中前和子 (なかまえかずこ) 

連絡担当者  中前和子 (なかまえかずこ) 

住所   〒599-0232 阪南市箱作 441-52 

TEL   072-476-0876 

FAX   072-476-0876 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 1997 年 

会員数 28 人 

活動場所 尾崎公民館、西鳥取公民館、保健センター 

入会につ

いて 

【入会条件】入会条件の内容が入ります 

【会費】  あり 

活動内容 「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、地域の赤ち

ゃんから高齢者までを対象に、講話や調理実習をして、健全な

食生活や生活習慣の定着を図るため、健康づくりを推進してい

ます。 



80 

80 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。 



81 

81 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。 



82 

82 はんなん手織りの会 紡(つむぐ) 

代表者   島田理恵 (しまだりえ) 

連絡担当者  小鯛裕子 (こだいゆうこ) 

住所   非公開 

TEL   080-4019-2385 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 2017 年４月 

会員数 11 人 

活動場所 サラダホール、阪南 MIZUTAMA 館 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  年会費 1000 円 

活動内容 綿花栽培や繊維産業活性化のために展開している、阪南コット

ンプログラム推進の一環として、機織り機を使った手織技術の

継承活動を目的としている。会員の技術習得と共に、阪南市内

外への機織りの文化・楽しさ技術を伝えたい。 



83 

83 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。 



84 

84 阪南市トータルフィットネスクラブ 

代表者   本村孝一 (もとむらこういち) 

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 1999 年 7 月 

会員数 134 人 

活動場所 総合体育館 

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。 

クラブ本体活動のほか、クラブ内クラブとして 6 クラブ(ハーモ

ニカクラブ、ゴルフクラブ、パソコンクラブ、ウォーキングク

ラブ、ニュースポーツクラブ、グラウンドゴルフクラブ)が活発

に活動しています。 

 



85 

85 たまり場 

代表者   広瀬千枝 (ひろせちえ) 

連絡担当者  広瀬千枝 (ひろせちえ) 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 8-25-12 

TEL   090-3281-5822 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 令和元年 2 月 

会員数 12 人 

活動場所 地域交流館 

入会につ

いて 

【入会条件】なし 

【会費】  なし 

活動内容 ・主に障害者、高齢者の仲間作り。 

・日常生活の不安に対して、傾聴、助言、情報の共有、 

関係機関との連携、障害者スポーツ（ボッチャ）の参加。    

 

 

 

 



86 

86 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.ne.jp 

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。 



87 

87 阪南混声合唱団 

代表者   炭鎌 伸司 (すみかましんじ) 

連絡担当者  炭鎌 伸司 (すみかましんじ) 

住所   〒599-0216 阪南市緑ヶ丘 1-5-24 

TEL   072-473-1408 

FAX   なし 

E-ｍail   なし 

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。 



88 

88 若葉会 

代表者   金嵜 弥生 (かなさきやよい) 

連絡担当者  金嵜 弥生 (かなさきやよい) 

住所   〒599-0202 阪南市下出 358-2 

TEL   090-5161-7084 

FAX   なし 

E-ｍail   wakabakai.simoide@gmail.com 

WEB   なし 

設立時期 令和元年 4 月 

会員数 50 人 

活動場所 下出住民センター 

入会につ

いて 

【入会条件】あり（条件：小学生の子供がいるか、 

            上荘校区かを原則にする。） 

【会費】  あり（入会費：1,500 円） 

活動内容 子供たちの親睦を図る団体です。 

地域とのつながりを大事にし、子供たちの成長を見守り健やかな 

肉体を育成する。 

遠足、老人ホームへの慰問、廃品回収、 

障がい者スポーツ（ボッチャ）の交流。 



89 

89 阪南市老人クラブ連合会 

代表者   谷下 宗一 (たにしたそういち) 

連絡担当者  阪南市社会福祉協議会 福田 のり子  

                  （はんなんししゃかいふくしきょうぎかい ふくだのりこ） 

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 1-18-15 

TEL   090-8122-1751 

FAX   072-471-7900 

E-ｍail   なし 

WEB   なし 

設立時期 昭和 47 年 10 月 

会員数 3,768 人 

活動場所 市民活動センター夢プラザ、その他（地域） 

入会につ

いて 

（入会条件）有（条件：各地区の老人クラブへの加入） 
 

【会費】  あり（入会費：0 円､月会費：0 円､年間費：100 円 

※各地区老人クラブから大阪府老人クラブ連合会会費として 4 月 1 日加入者数人数×100

円を徴収し、上納。） 

活動内容 地区老人クラブ相互の連絡協調を図ることにより、老人福祉の増進に寄与 

することを目的とする。 

（1） 地区老人クラブ相互の連絡協調と情報交換に関すること。 

（2） 関係団体との連絡提携 

（3） 老人福祉に関する諸問題の研究及び対策についての協議 

（4） その他この会の目的達成に必要なこと。 



90 

90 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。 



91 

91 フラワーサークル オアシス 

代表者   成子 有加子 (なるこゆかこ) 

連絡担当者  成子 有加子 （なるこゆかこ）  

住所   〒599-0202 阪南市下出 706-2 

TEL   072-471-6112 

FAX   072-471-6112 

E-ｍail   非公開 

WEB   なし 

設立時期 令和 2 年 4 月 

会員数 １０人 

活動場所 市民活動センター夢プラザ、その他（ふれあいホーム） 

入会につ

いて 

（入会条件）なし 

 
 

【会費】  なし 

活動内容 阪南市在住の乳幼児から高校生までの子どもを持つ保護者で活動していま 

す。 

月に一度、フラワーアレンジメントについて学び、生涯を通しての楽しみ 

をもつと共に、会員相互の子育て情報の交換や、リフレッシュできる憩い 

の場を提供することを目的にしています。 
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92 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。 
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93 笑がおの会 

代表者   香川 英樹 (かがわひでき) 

連絡担当者  樋口 晶子 （ひぐちあきこ）  

住所   〒599-0201 阪南市尾崎町 3 丁目 4-7 

TEL   072-479-4787 

FAX   072-479-4788 

E-ｍail   nikoniko.4787@gmail.com 

WEB   なし 

設立時期 2020 年 7 月 1 日 

会員数 9 人 

活動場所 尾崎公民館、その他 

入会につ

いて 

（入会条件）あり（条件：原則 18 歳以上） 

 
 

【会費】  あり（年会費：3,000 円～） 

活動内容 認知症予防や健康体操、地域の健康二次予防として専門性を持った 

メンバーと地域コミュニケーションを計りながら笑顔で楽しく活動 

を行っています。 
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阪南市市民活動センター 夢プラザ 

 

□電話番号 
  072-471-1030 
 

□メールアドレス 
  y-plaza@hannanshi-shakyo.jp 
 

□住所 
  〒599-0201 阪南市尾崎町 1 丁目 18-15 阪南市地域交流館 3 階 
 

□開館時間 
  9：00～17：00 火曜日～日曜日（月曜日は休館日） 
  ※休み：毎週月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日、祝日、年末年始 

 

mailto:y-plaza@hannanshi-shakyo.jp

