
個人・団体名 活動内容 写真 備考

あいうえお保育園　尾崎園

　南海本線尾崎駅前にある、定員12名（０歳児～２歳児)の企業主導
型保育園です。園庭はありませんが、天気の良い日は公園や神社、
砂浜へ散歩に出かけ、自然とふれあいたくさん体を動かして遊んで
います。季節に応じて、様々な行事や制作も行っており、安心できる
環境・保育士の中で、生活や遊びに取り組み、お友達と過ごす時間を
楽しんでいます。

ウェブサイト
http://www.n
po-aiueo.org

あたごともだち文庫

設立当初は市内に図書館がなかったことと、テレビに向かいがちな子
どもたちに活字文化の良さを提供したいという思いから、あたごとも
だち文庫は始まりました。子どもたちが集まるのはもちろん、赤ちゃん
連れのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんなど、少し
ほっこりとした時間を過ごしたい人たちが、老若男女を問わず集える
場所を目指して、活動を続けています。

あたごプラザ協議会

少子化の影響により、市での統廃合結果、あたご幼稚園の廃園に伴
う跡地活用として舞校区内各団体36団体の代表者による協議会結
成の結果、平成14年に「生きがい」「健康作り」「ふれあい」「子育て支
援」「青少年健全育成」等の地域福祉の増進や生涯学習の拠点施設
として、地域の100余名のボランテアの皆さんによる運営で約20年
間、開館以来「立地がよい」「行けばすぐ利用できる」「いつも誰かが
いる」利便性の高い施設として利用されています。阪南市における
「公設民営」型の初めての施設として跡地利用のモデルになれるよう
関係者一同頑張っています。

メールアドレス：
atago-
p@basil.ocn.n
e.jp
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株式会社　池田泉州銀行　阪南
支店

　早朝に銀行周辺の清掃活動を行っています。毎年夏の終わりから
秋にかけて、椋鳥（むくどり）が襲来し、羽根や糞を大量に落としてい
くことから、交差点などに清掃範囲を広げ、高圧洗浄機を用いて、清
掃人数を増やし、取り組んでいます。

一般社団法人　泉佐野泉南医
師会

りんくう総合医療センターをはじめとする25病院と165診療所のあ
らゆる専門科医師が互いに連携して活動を行っています。
主な事業は、各医療機関における日常診療の他に、住民の健康を守
るための予防接種、特定健診、乳幼児健診、学校健診、がん検診、泉
州南部初期急病センター（泉佐野市）での１次救急診療や産業医活
動などです。

http://www.san

o.osaka.med.or.j

p

一般社団法人　泉佐野泉南歯
科医師会

　当歯科医師会会員の活動には、普段の市民への歯科医療提供に加
えて、歯科健診事業があります。　　それには、乳幼児健診、妊婦健
診、成人歯周疾患検診、保育所、幼稚園、小中高の健診及び就学前
健診などがあります。また、75歳以上の方を対象に、後期高齢者医
療歯科健診を行っています。
　さらに、介護事業として、在宅歯科ケアステーションを開設してお
り、在宅歯科治療をご希望される方に、　訪問診療可能な歯科医院の
ご紹介をしています。
　お問い合わせ先は、泉佐野泉南歯科医師会
　072－469－0802  午前10:30～午後2:30(月・水・金）。

https://is-

shika.com
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イーストガーデン

桃の木台地区内の東公園周辺のゴミ拾い、雑草刈りなど、子供達が
気持ちよく、安全に遊べる場所として、四季折々の花を植えたりして
います。
　興味のある若い方、お年を召した方のご参加をお待ちしています。

ウイズはんなん女と男委員会

　１９９６年に「ウイズはんなん女と男委員会」が発足して、２５年を迎え
ます。
　すべての人の人権を尊重する多様性の視点を大切にし、男女がお
互いの違いを認め合い、互いに協力し、責任を分かち合う。それぞれ
が自らの意思で自由な生き方を選択し、その個性と能力を十分に発
揮できる社会の実現をめざして活動しています。これからも、女性な
らではの感覚で、本市の男女共同参画社会のまち、はんなんの実現
に向け取り組んでまいります。

株式会社　伊藤園

令和２年８月、阪南市民の健康づくり推進等のための「連携と協力に
関する協定」を締結。

市民の健康づくりの他、災害対策に関すること、環境対策に関するこ
とも含まれ国際社会の共通目標で持続可能な開発目標(SDGs)に
取り組みます。

【これまでの活動内容】
①健康づくり
　　◆健康をサポートする「ウェルネス自販機®」の設置
　　◆ベジメータを使用した野菜摂取量の測定
②災害対策
　　◆災害時対応自動販売機の設置
③環境対策
  　◆清掃活動（クリーンハイキング・市内清掃）

これからも阪南市民、皆様のお役に立てるよう積極的に取り組んで
参ります。

http://www.itoe

n.co.jp/

http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/
http://www.itoen.co.jp/


個人・団体名 活動内容 写真 備考

株式会社　F.C.大阪

平成31年2月15日に阪南市とSDGs推進に係る包括連携協定を締
結しました。　市と連携し、「阪南ＴＶ」の配信をスタートさせ、さまざま
な魅力を情報発信してきました。また、「海を守ろう×サッカー教室」な
どのスポーツを通じ、SDGs推進に取り組んできました。　これから
も、相互に緊密な連携を行い、地域活性化や社会貢献への取組を進
めてまいります。

https://fc-

osaka.com/

ウエストバード

　阪南市内の小学校で、有志保護者による絵本読み聞かせ会として
発足後、「ウエストバード」として活動を継続し、広く市内の保育施設
や小学校などで、定期的に絵本の読み聞かせを行っています。
　また、子育て総合支援センター主催の「子育ておしゃべりサロン」に
月1回出向き、子育て中のママやお子さんを対象に、絵本の読み聞か
せの他、手あそび、わらべうたあそびなども実施しています。
　活動をとおして、みなさんの笑顔に出会えること、地域の子どもたち
や子育て中の家庭と知り合えることなどが、私たちウエストバードに
とっても貴重な体験であり、やりがいとなっています。

ＷＡＶＥ　ＯＺＡＫＩ　協議会

　地域と校園所がつながり、心豊かな子どもたちを育成することを目
的に活動しています。体験活動や共同作業などを通して心を通わせ、
地域や仲間の良さを再発見することにより、次世代の尾崎の担い手
を育てること、世界へ羽ばたける人材を育成してきました。
　主な活動は、子育て講演会や地域の安全見守り、海岸清掃活動、
フェスティバルといったものです。
　今年度で、２０年に渡り続けてきた活動を終えることになります。そ
れぞれの活動は、形を変えて今後も続けていく予定ですが、最後まで
地域の皆さまと一緒に楽しんでいければと考えています。
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大塚製薬株式会社

▼保育園・小中学校の教員や自治体職員、地域団体職員に熱中症対
策アドバイザー養成講座を無料で受講いただき、2年間で６４名が認
定されました。阪南市の熱中症啓発を推進する人材育成を支援しま
した。
▼運動・スポーツ習慣化事業に協力し、参加者全員に健康セミナーを
開催し、運動に加えて栄養や睡眠の大切さをわかりやすく講演しまし
た。
▼はんなん家族マイレージに熱中症対策に役立つ商品を協賛しまし
た。

NPO法人大阪湾沿岸域環境創
造研究センター

　全国アマモサミットの開催をきっかけとして、はんなんの海の魅力を
さらに全国に発信し、はんなんの海で続いてきた漁業という営みにつ
いて、次世代を担うこども達につないでいくことを目的とし、多様な団
体と連携により、「海洋教育パイオニアスクールプロジェクト」や「魚庭
（なにわ）の海の再生プロジェクト」をはじめ、アマモの生育場の整備
や海岸清掃活動を行っています。

http://osakaw
an.or.jp

尾崎公民館クラブ会

地域に根ざした公民館活動をめざし、会員相互の協調及び連帯を深
めるため、公民館クラブ活動に関する諸問題について研究協議など
を行い、心のふれあいや生きがいを育む。また、学習成果を地域に還
元し、ボランティア活動や地域形成の活動に生かせる人づくり・地域
づくりに貢献できるよう地域のコミュニティづくりの拠点とし、※インク
ルーシブな社会の実現を目的としています。クラブ会を活性化させる
ことが地域の教育力を高め、地域の人材養成やネットワークづくりコ
ミュニティづくりの基盤となると考え活動しています。※インクルーシ
ブ社会：すべての人は多様な属性、ニーズを持っていることを前提と
し排除されることなく地域で当たり前に存在し、生活することができる
社会のこと

http://osakawan.or.jp/
http://osakawan.or.jp/
http://osakawan.or.jp/
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回想法ボランティアグループ　ス
イートピー

・すべての高齢者が安心して楽しめる「回想法」昔を思い出して話す、
書く、ことは脳の活性化に繋がり実際に介護医療現場でとりいれられ
ています。
・喋って、笑って、体を動かす地域回想法（介護予防サロン）を年4回
開催。
・認知症カフェ「くつろぎ」を地域医療機関と提携　し月1回開催。又高
齢者福祉施設等への訪問を行っていますが現在，コロナ禍の為中
止。
・昔の経験や懐かしい思い出話に、耳を傾けてみませんか。あなたの
参加を(特別な資格不要}求めています。

おにぎり会

要支援者であった本人から、田植えの作業の一部ができなくなったと
相談を受けことをきっかけに、本人の生きがいにしている田んぼを地
域の活動や事業所、認知症に関心のある方たちが地域の課題と受け
止め、本人を中心に田植えの作業を支援したことから始まりました。6
月には田植え、10月には稲刈り、おにぎりカフェを通じて、多世代が
集い合い、交流し、コメ作りを通じて認知症にやさしい地域づくりを
発信しています。

学童・保育サービス　ゆうゆうク
ラブ

地域のお助け「学童・保育サービス」です。乳児（６カ月）～小学６年生
を対象としてサポートしています。
理由は問いません。子育て中のお母さんやご家族のお困りの時、ご都
合に合わせて、お子さんをお預かりしています。
そして、ゆうゆうクラブは子どもたちが居心地よく、くつろげる家庭的
な雰囲気と遊びや生活を通して、心の発達を促し、自分で考え、生き
る力や他人を思いやる心を育てる場を提供します。

介護予防サロン 折り

くつろぎカフェ
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特定非営利活動法人　COCO
いこっと

阪南市を拠点に、ひきこもり支援活動を行っています。主な活動は居
場所の提供と相談援助です。
居場所は現在2か所あります。
1号館：阪南市尾崎町1丁目44番8-104号
2号館:阪南市貝掛８７４－１
相談は、随時受付しております。
笑顔あふれる地域になれるよう、いこっとの活動が皆様のお役に立て
ますことを願い、今後も前進していきたいと思っております。

（野外活動の様子）

Twitter
「NPO法人
COCOいこっと」
で検索

httpｓ：//
twitter.com/c
oco100742

特定非営利活動法人　子ども
NPOはらっぱ

私たちは、「子どもの権利条約」の精神にのっとり、子どもたちの気持
ちや意見を大切にしながら活動しています。法人化して19年、それ以
前の18年間の「阪南岬おやこ劇場」時代を含むと、約３7年間という
長い期間を通じて、子どもたちのための文化活動・体験活動を継続
し、子どもたちとともに育ちあってきた社会教育団体です。0歳から小
中学生、さらに自立したおとなまでが対象の様々な事業は、ブログ・
ホームページで紹介しています。

https://www.har

appa.or.jp/

岸和田人権擁護委員協議会
阪南市地区委員会

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、阪南市では6人の委員
が所属しています。
　市民の皆さんから人権相談を受けたり、人権について関心を持って
よういただけるよう人権啓発活動を行っています。
　人権擁護委員による人権相談を毎月第３木曜日、午後１時から午後
３時まで、人権相談室(阪南市役所裏庭駐車場東側)で行っていま
す。お気軽にご相談ください。
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さわやか鳥東ネット

　さわやか鳥東ネットの主な活動として次の２つを紹介します。
　まず一つ目は、「さわやかふれあいデー」です。鳥取東中学校を会
場として開催しています。舞台発表では、鳥取東中学校吹奏楽部や
中学校区の幼稚園の園児や小学生による発表などがあります。また、
校区自治会・婦人会や福祉委員会によるもちつき・おしるこ・焼きおか
きをはじめ、昔あそびやストラックアウト、消防車の展示と写真撮影な
ど、たくさんのブースが地域の方々の協力で行われています。
　もう一つは、「地域見守り活動」です。年に２回実施しています。中学
校の部活動が終わり下校する時間に合わせ、子どもたちの通学路の
ようすや安心・安全な生活を見守るために行われています。集合場所
を自然田公園と鳥取東中学校に設け、２コースに分かれて鳥東ネット
委員や地域住民のみならず、泉南警察署の協力もいただいて、活動
しています。

社会福祉法人　さくら

　通所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（ショートステイ）、訪
問介護などの介護保険サービスのほか、サービス付き高齢者向け住
宅や障がい福祉事業を行っています。
　敷地の一角では、無料のドッグランを住民の方に開放しています。
おかげさまで多くの愛犬家らにご利用いただき、見知らぬ人同士、
ペット談議に花を咲かせる光景がみられます。
　「花」といえば、敷地内の桜並木やバラ園など四季折々の美しい花
が楽しめます。ぜひお立ち寄りください。

ウェブサイト
http://www.sa
kura-h.or.jp

皿田能実行委員会

阪南市には、謡曲の「自然居士」の生家跡といわれる旧跡がありま
す。しかし近年は旧跡の事を知る方が減少しきており、昭和６３年に、
地域の特色ある文化を知ってもらうきっかけづくりを、地元出身の能
楽師と協力して日本の伝統芸能「能・狂言」を通して展開するため、有
志による実行委員会を組織し、波太神社で薪能を実施しました。平成
３年のサラダホール開館以降は、毎年1月にサラダホールにて「皿田
能」を公演しています。

さわやか

ふれあいデー⇒

⇐地域見守り
活動
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３丁目の朝日

　阪南市の緑ヶ丘の児童遊園の掃除や草刈りを行っています。
　子ども達に砂遊びを楽しんでもらいたいため、バーナーで消毒し、
毎年新しい砂を入れています。
　幼子を連れて砂遊びをする家族の姿を目にすると嬉しくなります。

三丁目の夕陽

　島根県安来市の足立美術館の日本庭園を見て、押し付けることの
ない自然の美しさに感動しこのコンセプトで公園作りに励んでいま
す。
　借景にもこだわり、見える範囲でのガードレールを塗装し近所の皆
様の協力もあって家庭ゴミ入れも相応しい美しいものに改装しまし
た。
　四季折々の花壇と全面芝（１０年がかり）、手作りのテーブル、椅子、
ベンチも備えて居りますので、是非、お茶、弁当をもって、三丁目の夕
陽公園からの夕陽を見に来てください。

四季折々

　今から２４年程前、光陽台２号公園や住民センター駐車場。三角緑
地帯は草が生い茂り、犬の糞等で汚い状態でした。
　自治会は年２回の大掃除だけでなかなか綺麗になりません。
　私達は雑草を引き、桜苗を植え松の手入れをして桜の間へタイヤを
並べその中へ四季の花を植えました。
　また公園と駐車場へ花壇を作り花を植えました。
　町を綺麗にとグループを作りました。
　また１９年前アダプトプログラムへ四季折々と登録しました。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

シニアクラブ桃の木台

　桃の木台に居住し満６０歳以上の人対象で現在会員数は１４７名が
活動しています。
　桃の木台地区の中央公園、西公園、東公園、南公園と外周道路一
帯付近の散乱したゴミの収集を行っています。
　毎月第４月曜日９時から約一時間程度。
　それ以外に中央公園（飯の峯）芝生広場でシルバー人材センターの
人が刈ってくれた草を約９０分かけて集め、袋詰め集草作業を行って
います。
春一回、秋一回です。

下荘校区福祉委員会・下荘地
域美化ボランティア

　阪南市内、箱作地区・茶屋川親水公園及び南海箱作駅前ロータ
リーにおいて、原則第２・第４土曜日の午前７時より１時間程度、美化
ボランティア皆様のご協力のもと、雑草の刈払いや、花壇の草抜き、
花の植栽・管理等、活動しております。
　担い手として皆様も高齢化しており、多くの皆さんの参加を心から
お待ちしています。
　これからも市民の皆様に快適に過していただけるよう出来るだけ継
続をして行きたいと思います。

手話サークル「サラダ」

　「手話」をご存じですか？手話は聴力障がい者の方のコミュニケー
ション手段です。私たち手話サークル「サラダ」では、手話の学習だけ
でなく、聞こえない方と手話でコミュニケーションし、交流しています。
　手話の普及、理解を促進するために手話講習会や手話カフェも当
事者の方々と一緒に活動しています。
　手話を全く知らない方も歓迎です。是非、見学にお越しください。

サークル定例会

第１・第３木曜日
10：00～
　尾崎公民館

第１・２・３火曜日
19：00～
　西鳥取公民館



個人・団体名 活動内容 写真 備考

住友グリーンゾーン

アダプト活動始め２２年に成ります。
　今まではメンバーも若かったけど高齢者に成り今頃は男の人にも加
入頂き毎月２回掃除（木の剪定、草取、花の植え替え）など活動に頑
張ってます。又、桜の花咲く頃はみんなで〝花見〟などします。
　楽しく作業し少しでも長く続けたいと思ってます。

一般財団法人セブン-イレブン
記念財団

　地球温暖化対策、生き物の豊かな森、美しい景観、森林環境を保全
するために、全国で「セブンの森」づくりに取り組んでいます。
　阪南市では、2018年６月１日に締結した「環境保全活動の実施に
関する協定」に基づき、アマモの保護保全活動を行う「阪南セブンの
海の森」プロジェクトとして、年間2回の海岸清掃活動を行っていま
す。
　また、海岸清掃終了後は、海岸域に生息する生物と触れ合うなど、
生態調査活動を行っています。

https://www.7
midori.org

社会医療法人　生長会

　市民の皆様による多大なご支援のお陰で、平成２３年に生長会が指
定管理者として病院運営をお任せいただき、今年で１０年を迎えるこ
とができました。
　職員一同、「やさしい」「ていねい」「あったかい」医療の
提供を合言葉に、「人」を大切に思う気持ちをしっかりと持った病院で
あるよう、 後戻りすることなく、ゆっくりであっても着実に前進してい
きたいと考え、進めて参りました。
　これからも市民の皆様が住み慣れた阪南市で暮らされることに、市
民病院としてお役に立ちたいと考えております。
引き続きご支援を賜りますようお願いいたします。

生長会ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
https://www.s
eichokai.or.jp
/

阪南市民病院
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ
https://www.s
eichokai.or.jp
/hannan/#

https://www.7midori.org/
https://www.7midori.org/
https://www.7midori.org/


個人・団体名 活動内容 写真 備考

泉州南少年野球クラブ

箱作公園グランド整備
　２０１４年２月に下荘少年野球クラブ・東鳥取ファイターズ・舞少年野
球団の３球団が合併してできた泉州南少年野球クラブは現在、箱作
公園グランドを本拠地に活動しています。当グランドのアダプトとして
定期的に整備を行っています。学童・ジュニア共に元気よく野球を通
じて多く学んでおり、特に今年度の大阪府大会では３位になるなど
ジュニアの活躍が目覚ましいです。下荘小学校・舞小学校の子ども
達、見学に来てくださいね。

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，大阪府阪南市にある少年院「泉南
学寮」入院中の少年たちと職員が，全国で初めて社会福祉協議会に
ボランティア団体として登録され，畑の開墾作業や高齢者宅の清掃作
業，荷物運びなど地域の困りごとの解決のための活動に当たっていま
す。
   コロナ禍で様々な制約はありますが，できることを精一杯取り組ん
でいきたいと考えています

泉南交通安全協会

　泉南交通安全協会は、阪南市、泉南市、岬町の２市１町で１件でも交
通事故を減少させる目的で活動している任意の団体です。
　その１つの例として、下部組織である運転部会が毎月１５日（土日祝
除く）に、２市１町の指定の交差点において、ドライバー・ライダー、自
転車、歩行者等に対し、ソフトな緊張感を与えるため午後１時から２時
までの間、街頭指導活動を実施しています。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

泉南薬剤師会

処方箋の調剤や、在宅療養における支援、市販薬・健康相談などを通
して、薬を安心、安全に使用していただけるよう取り組んでいます。ま
た介護認定審査会、泉州南部初期急病センター、健康祭への参加
や、最近ではコロナワクチン接種業務の参加など行政とも協力して活
動しています。子どもたちの学校での環境整備や薬物乱用防止教室
など学校薬剤師としての業務も行っています。今後とも、地域の皆様
の、病気の予防や、治療、健康維持のため、お役に立てるよう頑張っ
ていきたいと思います。

特定非営利活動法人　地域福
祉創造協会　ウインク

　阪南市立児童発達支援センターたんぽぽ園の指定管理者を受けさ
せていただき、児童福祉法による障害児通所支援事業で放課後等デ
イサービス事業を中心に、障がい児童及び障がい者の支援、子育て
中の母親や家庭の支援、地域就労支援を行っています。
　また、泉州地域において、地域の各種団体のネットワーク構築や、地
域教育力の向上、地域商店会の活性化、子どもを中心とした地域安
全推進、高齢者の支援では、独居及び老々世帯の支援、男女平等参
画宣言都市の進捗及び政策提言、市民人権啓発推進を行っていま
す。

https://wincnpo

.wixsite.com/ko

koro/blank-2

泉南地域交通安全活動推進委
員協議会

自転車安全利用啓発キャンペーンを実施し、自転車の利用者にチラ
シを配布しながら自転車の安全利用を呼びかけたり、地域のスー
パーマーケットに協力を依頼し、交通安全啓発に関するチラシを配布
するなど、様々な機会を通じて、適正な交通の方法や交通事故防止
についての広報、啓発活動を行い、阪南市の交通事故防止抑止のた
めの活動を行っています。

https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2
https://wincnpo.wixsite.com/kokoro/blank-2


個人・団体名 活動内容 写真 備考

チーム☆ガサ

2018年11月に本市において開催された「第11回全国アマモサミット」
を機にかねてから大阪湾で活動していた気心の知れたメンバーで結
成しました。大阪湾のすばらしさを広め次世代に繋げるため、アマモ
場の保全活動のほか、生き物観察イベントの開催や、本市の海岸に
住む生き物マップを作成し環境学習の教材として子供たちに配布す
るなど、自然の重要性や魅力の普及啓発に取り組んでいます。

フェイスブック
http://www.fa
cebook.com/t
eamgasa2018/

学校法人　千代田学園　大阪千
代田短期大学

　本学は、１９６５（昭和４０）年に、日本で最も早く幼児教育科を設置
した短期大学で、卒業生の多くが幼稚園教諭、保育士など、教育・福
祉に関わる専門職として活躍しています。
　これまで阪南市とは、子どもや障がい、地域福祉など様々な分野で
人的交流を図ってきました。
　2021（令和3）年２月に、本学と阪南市との間で、知的・人的・物的
資源の交流を促進し、相互の資源や機能等の活用を図り、地域社会
の発展に寄与することを目的とした「包括連携協定書」を締結しまし
た。
　今後も阪南市の発展に寄与できるよう、連携・協力事項の推進に取
り組んでまいります。

大阪千代田短期
大学ホームページ

https://www.c
hiyoda.ac.jp/

ちびっこ・エンゼル園

当施設では、安心して子どもたちをお預かりするために、７：００～１８：
００まで様々なコースを提案させていただいております。
年間を通して、「プール遊び」や自然と触れ合いながら「お芋ほり」「遠
足」などのイベントを行い、子どもの成長に伴う保育に取り組んでおり
ます。
これからも、働く保護者の方々のお力添えができますよう、子どもた
ちを見守ってまいります。

http://chibikko-

angelen.info

http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
http://chibikko-angelen.info/
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月化粧保育園

　青木松風庵では仲間の8割が女性で、お子さんが生まれても安心し
て長く働ける環境を整備したいという長年の思いがありました。
　経営理念である「仲間とその家族を大切にすること」、「地域社会に
貢献すること」に繋がる思いが、月化粧ファクトリーの施設内に保育
園を開園することで１つ実現しました。
　当社で働く仲間のお子さん、お孫さんを対象とした施設ですが、保
育園にお子さんを預けることができ安心だからと新たに仲間になられ
た方もいらっしゃいます。
地元の皆様に喜んでいただける笑顔いっぱいの場所になっていけた
らと思っております。

青木松風庵ウェブ
サイト
https://www.s
hofuan.co.jp/

つくし文庫

下荘地区には、図書館や公民館などの文化的な施設が全くなく、子ど
もの本に触れる機会をと、子ども文庫設立に至りました。地域の方々
の協力で、地区の住民センターを拠点とし、運営を続けています。少
子高齢化により、地域の子ども人口が減少し、子ども文庫に通う子ど
もも減少してきましたが、来てくれるのを待つのではなく、「出前文庫」
として小学校などに出かけ、読み聞かせを行っています。

点字サークル・・虫

【活動内容】

点字は視覚障がい者の「文字」です。
点字の読み書きができ、点字でコミュニケーションができる人を増や
したいと活動しています。

・点訳図書　点字絵本　点字月刊誌の制作発送
・小中学校の点字の授業
・初級点字講習会も開催しています。

【活動場所】
阪南市立西鳥取
公民館

【活動日時】
水曜日
午後１時30分～

点字サークル・・虫
二十周年記念の集いの写真
（2019年）



個人・団体名 活動内容 写真 備考

図書館フレンズ

　生涯学習の一環として、市民が自由意思に基づき、無償で個人の
技能・能力を図書館に提供しています。
　活動内容は、毎朝の返却本の配架、本・CDの修理、館内装飾、広
報、生け花、書庫入れ作業など多岐にわたります。
　メンバーとつながりができたり、自分からは手に取ることのない本と
の出会いがあったり、それぞれの楽しみを見つけて活動しています。

ともに生きるたんぽぽの会

令和２年９月、サラダホールの「つながり」に於いて、知的障がいを持
つ親子で始めました。週１回のコーヒーカフェですが、特色のあるカ
フェとして認めてもらいたい一心で、いろいろと工夫を試みていま
す。子ども達にとって、お客さまとの毎週月曜日のふれあいが楽しみ
で、待ち遠しい感じです。

どんぐり文庫

　「よその子　うちの子　みんなの子」が自然田地域のキャッチフレー
ズです。文庫で育ち、地域の一員として育つ環境があり、現在活躍し
ている方々はほぼどんぐり文庫のOB・OGです。物の豊かさだけでな
く、心の豊かさを大切に育みながら、読書の持つ計り知れない価値を
認識しつつ、いつ訪れてもほっとできるぬくもりのある場所であり続
けたいです。
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西鳥取公民館クラブ協議会

地域に根ざした公民館をめざすとともに、会員相互の連絡調整、協調
及び連帯を深め、公民館クラブ活動に関する諸問題について、研究
協議等を行うなど、生きがいづくり・ネットワークづくり等に資すること
を目的としています。公民館の「集う」「学ぶ」「結ぶ」といった場として
の役割を担い、より一層のコミュニティづくり等を行い、地域の人材
養成、ネットワークづくり、コミュニティづくりの基盤の整備を図ること
により、地域のより一層の発展に資することができると考え活動して
います。

日本郵便株式会社

令和3年4月9日に阪南市と包括連携協定を締結しました。　これまで
も「郵便局のみまもりサービス」をふるさと納税の返礼品にするなどの
連携を実施してきましたが、これまで以上に相互に緊密な連携を行
い、双方の資源を有効に活用した事業に協働で取り組んでまいりま
す。

https://www.po

st.japanpos

社会福祉法人　任天会
幼保連携型認定こども園
桃の木の森こども園

　園庭には、季節を感じられる様々な植物や生物との出会いがたくさ
んあります。多様な体験を通して、子どもたちが自ら豊かな生活を創
りだしていく力、人と関わる力や生きる力の土台を育んでいくことを
大切にしています。
　また、法人内に「森の乳幼児教育センター」を立ち上げ、各園の特色
を生かしながら「保育実践」を基盤とした研修を行い、保育者の専門
性を高めるための「学び合いの場」を大切にしています。そして、地域
の人々との関わりを大切にし、地域の宝となるような園作りを目指し
ています。

https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
https://www.post.japanpos/
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社会福祉法人　根来学園
幼保連携型認定こども園
ワンワン認定こども園

知・徳・体を軸として子どもに寄り添った保育を行い広い園庭やミニ
アスレチック等で楽しく遊んでいます。
園庭開放や親子教室も開催し地域の方々との交流も図っています。

箱の浦アダプトボランティア

　阪南市でも始めとなるアダプトを立ち上げ１６年に成ります、この間
地域内の東：西の住民センター周辺の除草を始め、花壇の花植え除
草整備作業を月１～２回１３名のボランティアの皆さんで行っていま
す。
　又、箱の浦中央を流れる河川の清掃を年２回行い、６月に飛び交う
陸蛍の鑑賞に供しています。
　今後も、地域環境整備にボランティアの皆さんと活動を継続して行
きたいと考えています。

箱の浦自治会まちづくり協議会

　2012年6月箱の浦地域の高齢者の問題又地域が抱える問題の解
決を目的に、自治会役員、社協役員、趣旨賛同者が集まり、「箱の浦
自治会街づくり協議会」を立ち上げ、以降高齢者が集まり、しゃべり、
抱えている悩み事を吐露し、ストレスを解消し、解消出来ない問題は
ソーシャルワーカーに解決を願い、効果を上げて来ました。地域の問
題として、買い物困難、交通困難等が、高齢者から出され、朝市、らく
らく送迎で解決し、特に本年6月からのコロナワクチン接種の会場へ
の送迎で、利用者が平常月の2倍の住民を送迎しています。
　1）おしゃべりサロン　2）モーニングサロン　3）100歳体操　4）子ど
も館の3施設を空き家の賃借、自前のプレハブで水道光熱費も自前
で支払い自主運営をしています。
　今後とも、地域の困り事の解決を住民の皆さんと取り組んで行きま
す。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

波太学習研究会

　石田団地集会室で月・水・金の午後5～６時まで、小中学生の学習
支援を行っています。毎月１回、子ども食堂で楽しく交流しています。
（食材や経費は、みなさまからの寄付でまかなっています。）

はなもも会

桃の木台南公園の美化活動を行っています。平成１５年７月にアダプ
トプログラムに認定されました。活動は、毎月第２、第４月曜日９時か
ら１．５～２時間のほか、会員の都合の良い日、時間に行っています。
作業内容は、除草（草刈り機、鎌等）、低木の剪定、植栽、花の植え替
え、施肥、散水、ゴミ集め等美化に係ることでできることは何でもして
います。公園内には、子供達が遊べる、滑り台やジャングルジムなど
の遊具があり、大人がゆっくり座れるベンチがあります。子供達の元
気な声、大人の和やかな話声が聞こえると、私たちも楽しくなります。
ささやかな活動ですが、体力がある限り活動を続けたいと思っていま
す。どなたでも活動に参加できます。ぜひ御一緒に、やりませんか。

はんなん音楽に親しむ会

　「はんなん音楽に親しむ会」実行委員会は、阪南市立文化センター
を拠点に上質の音楽を通じ、阪南市、阪南市民の発展と振興、明るい
文化のまち、地域づくりを目指しています。
  演奏者との交流を図り、深い感動をお届けします。
当会は阪南市立文化センターと協働参画のもと、共催事業公演の年
一回開催を目標としています。
  今年度は、10月17日（日）「トリオ・フォンターナ名曲コンサート」を
予定しています。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南市遺族会

　終戦から７６年を迎え、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを願い
ながら、市内４地区にある忠霊塔などの慰霊の場を、各地区の遺族会
が中心となり守り続けています。
　また、戦没者の追悼行事などにも出席し、戦争の記憶と恒久平和の
継承に努めています。

阪南市おはなしの会

　なまの声で子どもたちにお話や本を届けたい、そんな思いから、自
主的に勉強会をもち、地域（保育所、幼稚園、小学校、市立図書館、
公民館）に出向き、お話を配達しています。
　西鳥取公民館では、赤ちゃんからの幼児を対象に、「まほうのおばさ
んのおはなしかご」という催しで、絵本の読み聞かせや手遊び、わら
べうたなどを実施しています。

阪南市介護者（家族）の会

会では、毎月第2木曜日に地域交流館で活動をしています。（但し８
月は休み）
つどい　：　認知症や介護に関する勉強会をした後、
　　　　　　　会員同士で情報交換や交流会をしてい
　　　　　　　ます。
リフレッシュ事業　：　バスツアー、クリスマス会
介護者だよりの発行　：　年３回
介護相談　：　毎月第４木曜日1：30～3：00
　　　　　　　　　マスターズカフェでしています。
事務局　：　阪南市社会福祉協議会

ホームページ
 
http://hannan
shikaigo.jimdo
.com/



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南市合唱連盟

阪南市立文化センター共催の七夕コンサートは、阪南市合唱連盟に
所属する８団が練習成果を発表し聴き合う場です。市民参加の七夕
合唱団を編成し、舞台に立ち、歌うことで合唱の魅力を体験しても
らっています。来年で２９回目を迎える七夕コンサートは、市の文化向
上に資する企画といえます。コロナで大変厳しい中ですが、市民と一
緒になって歌う喜びや集う幸せを守っていきたいと考えています。

一般社団法人　阪南市観光協
会

”阪南来訪者数の拡大”とそれによる”まちの活性化”を目的に、阪南
市の観光素材や食、農産物、産業の魅力を市内外に向けて訴求して
います。具体的には、各種イベントやホームページ、SNSからの情報
発信の他、地域の素材を組み合わせて、「まち歩き」、［体験プラン」、
「産業観光」などの販売を行っていきます。また、アンケート（Web、対
面）を実施し、来訪者にとっての阪南市の評価や価値を分析し、それ
を活かして阪南市の発展に繋げていきます。

http://www.han

nan-tb.jp/

阪南市更生保護女性会

　自主性、創造性、創造性をもったボランティアとして、更生保護、青
少年非行防止の推進、そして安心安全な地域づくりのために活動し
ています。
　令和3年５月に結成50周年を迎え、現在は５５名の会員が泉南学
寮の誕生会、泉州寮での調理・食事会を通して、犯罪や非行をした人
たちの立ち直りに寄り添っています。
　また、防犯活動等でも関係機関と協力・連携を図りながら、青少年
の非行防止・健全育成そして子育て支援などに携わっています。

http://www.hannan-tb.jp/
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個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南市こども会育成連絡協議
会

　こども会では、仲間と活動を共有することにより、自主性や社会性を
身に付け、たくましく成長することを目的に、様々な活動を行っていま
す。
　阪南市こども会育成連絡協議会は、昭和47年から49年にわたり、
各子ども会活動を支え、多くの育成者やジュニアリーダーを育成して
きました。
　年間を通して育成者研修会をはじめ、情報交歓会、スポーツ活動を
行い、毎年３月には活動内容を紹介する広報誌を作成しています。

阪南市事業所人権問題連絡会

　阪南市事業所人権問題連絡会では、企業の社会的責任（ＣＳＲ）と
しての人権問題の取り組みの推進と支援を行うため、関係機関等が
行う人権啓発研修会への参加による従業員研修の実施や、就職差別
の撤廃に向けた街頭啓発を行っています。

阪南市自治会連合会

　自治会は、暮らしやすい地域をつくるため、同じ地域に住む人たち
がお互いに助け合ったり、支え合ったり、親睦を深め合ったりする団
体です。阪南市自治会会連合会では、60自治会が加入し、次のよう
な活動をしています。
【防災・防犯活動】
防災訓練、子どもの見守りパトロールなど
【地域での交流・支え合い】
お祭や季節のイベント、回覧板や広報板による情報共有など
【美化・清掃作業】
公園等の清掃、廃品回収など
共に、よりよいまちづくりを推進しましょう！
※写真は、市内一斉美化清掃の様子です。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

社会福祉法人　阪南市社会福
祉協議会

社会福祉法に基づく公共性の高い民間の非営利団体（社会福祉法
人）です。住民の皆さま、校区（地区）福祉委員会、関係機関、行政な
どと協働で、身近な地域での住民同士の支え合い活動やボランティア
活動への支援、福祉課題・生活課題を抱えた方への相談援助活動、
災害時における支援活動、赤い羽根共同募金運動への協力など地域
の特性に応じた活動から全国的な取り組みまで、さまざまな場面で地
域福祉の推進に取り組んでいます。

阪南市生涯スポーツ指導者クラ
ブ「HASPAL」

　阪南市生涯スポーツ指導者クラブ「ＨＡＳＰＡＬ」（ハスパル）は、阪南
市生涯スポーツ認定登録指導者の中からスポーツの実践・指導に意
欲・情熱・ボランティア精神のある行動的（Ａｃｔｉｖｉｔｙ）なリーダーが活
動するクラブです。
  具体的な活動としては、ニュースポーツ等の実技研修を毎月実施
し、阪南市健康マラソン、おやこカーニバル、障がい児・者スポーツ教
室等への事業協力を行っています。

阪南市商業会連合会

阪南市商業会連合会は昭和59年4月設立以来、阪南市の商業活性
化に寄与してきました。近年大型商業施設の進出等で市内の商業環
境は厳しくなってきており後継者難、廃業等様々な問題が山積してい
る状況です。このような状況下、阪南市商業会連合会では市内の商
業活性化に向け、消費者ニーズにお応えできる商業施策を現在まで
多数実施してきました。今後も阪南市商工会等、各商業団体等と連
携し商業活性化に向け邁進していきますので皆様方のご支援ご協力
をお願いし商業会連合会の活動報告とします。

https://hannan-

shoren.net/
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阪南市商工会

本会は、法律（商工会法）に基づいて設立された公的団体であり、地
域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展
や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。また、各都道
府県には商工会連合会があり、広域的なテーマや専門的なテーマに
ついて、事業所を支援しています。
国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及事業）の実施機関で
もあり、小規模事業者 のみなさまを支援するために様々な事業を実
施しています。小規模企業施策だけでなく、様々な中小企業施策も
合わせて実施しています。

http://www.han

nan-sci.jp/

阪南市商店事業協同組合

阪南市内において「まいどスタンプ」として登録店舗16店舗にて発行
中・・・100円のお買い物でスタンプ1枚もらえる。満貼台紙に350枚
添付したら500円のお買い物券として登録店で使用できます。また、
消費者イベントとして「富くじ大会」「バスツアーなど様々なイベントを
実施しています。今後も引き続き阪南市商工会をはじめ阪南市商業
会連合会等と連携し阪南市内の商業活性化を図ります。

阪南市消防団

自分たちのまちは自分たちで守るという郷土愛の精神に基づき、火災
はもちろん、地震や風水害などの災害時にも出動しています。平常時
は、市内巡回、広報など地域に密着した活動を展開するとともに、泉
州南消防組合と連携し、消防総合訓練の実施や歳末夜警、消防出初
式などの活動も行っています。
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阪南市食生活改善推進協議会

　保健センターで開催しているはつらつヘルスアップ講座（阪南市食
生活改善推進員養成講座）修了者で組織され食生活・運動・休養の3
つの柱に健康づくりを啓発しています。保健センターで学んだ知識を
生かして、「私たちの健康は私たちの手で」を合言葉に、赤ちゃんから
高齢者まで地域に健康の輪を広げるお手伝いをしている食のボラン
ティアです。
   活動を始めて25年。これからも阪南市の皆さんが健康でいきいき
と生活できるために活動を継続してまいります。食に興味のある方、
ぜひ私達と食のボランティア活動をしてみませんか？

阪南市人権協会

 阪南市人権協会は、2004年５月に設立され、１７年を迎えます。 本
市の様々な人権問題を解決するため、行政及び関係団体と連携しな
がら、人権啓発活動を通じて、人権意識の高揚を図るとともに、総合
相談事業(人権・就労支援・進路選択支援・女性)を人権相談室(阪南
市役所裏庭駐車場東側)で行っています。これからも差別のない人
権尊重のまちづくりの実現に向け、取り組んでまいります。

阪南市スポーツ少年団

日本スポーツ少年団の理念「一人でも多くの青少年にスポーツの歓
びを提供する」「スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる」
「スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する」に基づき、スポー
ツを中心として本市の青少年の心身を健全に育成指導し、その生活
を明朗にしようとすることを目的に活動しています。令和3年10月現
在　登録団体16団体。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南市スポーツ推進委員協議
会

　本協議会は、スポーツ基本法に基づき、阪南市教育委員会から委
嘱されたスポーツ推進委員（令和3年現在8名）で構成しています。
　いつでも、どこでも、だれとでもスポーツを通じて、交流や仲間づく
りの機会を提供し、市民のみなさんが生涯をとおしてスポーツに親し
み、健康で元気なまちづくりをめざして活動しています。
　令和3年10月31日（日）にウォーキングとニュースポーツの体験が
できる「ふれあいウォークキング」“おざき”を実施します。詳しくは生
涯学習推進室まで

阪南市青少年指導員協議会

本会は、本市における青少年活動等を積極的に促進し、青少年健全
育成の充実を期するため設置しています阪南市青少年指導員で組
織しています。具体的には盆踊り、秋祭り等青少年の集まるイベント
や夜間公園等の巡回指導、声掛け運動、危険個所の確認看板設置な
どを行い、青少年が過ごしやすい環境づくりに取り組んでいます。令
和3年10月現在45名。

阪南市赤十字奉仕団

地域の皆様からご協力いただいた活動資金を基に血液事業や災害
援護事業を行っています。血液事業は市内で行われる献血時に献血
推進PR用品を配布しています。災害援護事業は希望された自治会
へ災害用テントの配布や防災フェスタ・総合防災訓練時に炊き出し訓
練の支援などを行っております。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南市体育協会

　本協会は、市内で活動している各加盟団体相互の緊密な連絡協調
をもって、市民の体力の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚を図
り、もって本市のスポーツ振興及び発展に寄与することを目的に活動
しています。令和３年１０月現在２２の団体が加盟しています。
　具体的には「市民総合体育大会」「スポーツフェスタ」「市民健康マ
ラソン」のイベントやフィットネス、元気アップ体操、ニュースポーツや
幼児体育といった各種体育教室を実施しています。

阪南市日本語クラブ

「阪南市日本語クラブ」は、東鳥取公民館で１９９０年４月に開講され
た日本語指導者養成講座が土台となり、その修了生達により結成さ
れ、阪南市に在住する外国人らを対象として日本語の指導を行い言
葉の違いから生じる様々な問題を解決し、又、指導を通じて国際理
解を深め、国際交流を図る事を目的に「日本語教室」を行っておりま
す。現在クラブ員指導者５０名、受講者は１５ヶ国４５名の外国人学習
者が学んでいます。

阪南市PTA協議会

　本協議会は、市内の幼稚園・小学校・中学校にある単位PTA相互
の連携を図るとともにPTA活動に関する諸問題の研究協議を行うこ
とにより、PTAの健全な育成発展を図ることを目的に活動していま
す。
　具体的な活動としては、講演会、小学校部会の親睦アジャタ大会、
中学校部会の五中祭親睦ボウリング大会等を開催しています。また、
広報紙「みっつのわ」を刊行しています。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南支部保護司会

　保護司は、保護司法に基づき法務大臣から委嘱されたボランティア
で、阪南市では22名が活動しています。
　保護観察を受けている人に対し、定期的な面接や相談、指導を通し
て、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支援する「処遇活動」と、地
域の皆さんに立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」を
行っています。
　毎年７月の”社会を明るくする運動”や啓発活動に積極的に取り組
み、安心で安全なまちづくりに努めています。

阪南市文化協会

　阪南市文化協会は、今年で設立23年となります。
現在会員数は約370名で、演技部門、展示部門、その他の部門の３
部門により構成されています。
演技部門には、邦楽、舞踊、音楽の各部会、展示部門には生活文化、
美術、文芸、茶華道の各部会があります。
  活動としては、「文化フェルティバル」が５月に開催される他、会員の
親睦と研修を兼ね「バス旅行」を行っています。その他、各部会、各グ
ループで独自に発表会等を行っています。

阪南市防犯委員会

　阪南市防犯委員会では、各地区における特殊詐欺などの啓発のぼ
り旗の掲出や、防犯教室の開催、防犯パトロールを行っています。地
域安全運動期間には、市内スーパー前での啓発活動や、小学校の下
校見守りなどを行っています。また、青色防犯パトロールカーによる防
犯広報活動を行っています。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南市ボランティアセンター

社会福祉協議会に設置されているボランティア活動を推進していく機
関です。
「ボランティアをしたい人」と「ボランティアを必要としている人」をつな
ぐボランティアコーディネーターを配置しています。
センターでは、ボランティアに関する相談やコーディネート、ボランティ
ア講座の開催、グループの設立支援や様々な情報提供を行っていま
す。

阪南市民生委員児童委員協議
会

　民生委員児童委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱
された無報酬のボランティアです。
　阪南市では、80名の民生委員児童委員と子どもや子育てを専門に
支援する１１名の主任児童委員が活動しています。
　担当する地域に暮らす方々の「身近な相談相手」として、生活上の
心配ごとや困りごと、医療や介護、子育ての不安などの相談に応じ
て、情報の提供や必要な支援への「つなぎ役」となるほか、地域の見
守り活動を行っています。

阪南市連合婦人会

　この会は、阪南市内各地区婦人会をもって組織しています。
　明るく住みよい郷土づくりに資するため、情報交換、会員相互の資
質向上に関する事業を行っています。
　４年前から連合婦人会主催により、広報はんなんで受講者を募集
し、年１回ガーデニング講座を開講しています。
　広報部会では、長年に亘り広報誌『さつき』で活動情報を共有でき
るよう発行しています。
　令和４年度には、50周年を迎えます。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南吹奏楽団

　阪南市を中心に活動する吹奏楽団です。「もっとたのしく　さらにた
のしく」をスローガンに、聞くだけではなく、聴いて　見て　感じる、そ
んな吹奏楽をお届けすることを理想とし活動しています。
  そして吹奏楽文化の普及と発展のため、吹奏楽の楽しみをより多く
の方に知っていただくため、日々努めています。

はんなん手織りの会　紡

文化ホール（サラダホール）2階展示コーナーでコースターや真田紐
など簡単な物からストールやマフラーなど少し時間のかかるものを機
織り体験会として毎月第3土曜日に実施しています。現在はコロナの
為実施できていませんがコロナが収束し、安全になれば定期的に開
催したいと思います。

団体の電話
08040192385

社会福祉法人　阪南福祉会
幼保連携型認定こども園
しいの実こども園

昭和55年の設立以来、40年以上、伸び伸び保育を方針に就学前の
0歳～5歳の子ども達の伸びる力の促進と地域の保護者の方の子育
て支援を目標に活動しています。昨年は、天然芝のプレイガーデンも
オープンし、子供たちは自然いっぱいの環境で楽しんでいます。子育
て世代への支援として子育てカフェ「ネウボラ」や園庭開放も行ってお
ります。入園の有無にかかわらず、子育て中の皆様、園に遊びに来て
ください。これからも地域の子供たちと保護者の皆様に喜んで頂ける
ように活動して参ります。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南ふれあい盆踊り実行委員
会

従前開催されていた盆踊りが消滅したため、将来を担う子どもたちに
日本の夏の風物詩を体験し伝えることを目的に、「市民がつくる市民
のための盆踊り大会」として平成14年に市民有志で立ち上げました。
大阪を代表する河内音頭や江州音頭の盆踊りで、泉州地域で最後に
開催される盆踊りとしても知られています。毎年多くの参加者があ
り、大阪ミュージアム登録物にも認定されています。

阪南まつり実行委員会

従前開催していた阪南市民まつりに代わり、平成１７年度から地元有
志などによる手づくりのまつりとして、阪南市立文化センター前にて毎
年11月の第2日曜日に開催しています。大阪ミュージアム登録物にも
認定されており、カラオケ大会やフリーマーケット、廃油を活用した環
境エコ活動など「地域を元気に」をテーマに地域の親しみの場として
企画、運営を市民主導により行い、幅広く市民の参加を呼びかけ取り
組んでいます。

阪南岬火災予防協会

阪南市内の小中学校に消防車や、それぞれの生徒が創意工夫したオ
リジナルな防火に関する図画を募集し、全国一斉秋の火災予防運動
期間中の１１月９日～１５日の間、阪南市役所１階玄関ロビーに展示し
ています。　これは阪南岬火災予防協会と泉州南消防組合阪南消防
署が毎年、協賛事業として行っているもので多くの市民が興味を持ち
見学に訪れてくれています。火災予防に対する啓発の一環として大
いに役立っています。今年も期間中展示しますので見学にお越しくだ
さい。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

bambino(バンビーノ)

　箱作駅前の花壇の手入れや周りの草刈りをしています。
　元々は下荘小学校の先生や用務員の方達が、季節の花々を植えて
くださっていたのですが、統廃合により場所も遠くなり育てる事が出
来なくなったので引き継ごうと思いました。水があまりなくても育つ
ローズマリーやラベンダー等ハーブ系が多いです。カレーの香りがす
るカレープランツも植えているので、風が強い日は、カレーの香りが
広がります。
　ご興味がありましたら、面白花壇にお寄りください。

はーとりネットワーク

　本会は役員会メンバーと鳥取中学校区内の各校園所とそのPTAを
会員として活動しています。
　もっとも大きなイベントは、例年１１月初旬に開催する「はーとりふれ
あいフェスタ」で、鳥取中学校を会場に行われます。中学生が運営面
でとても大きな力を発揮してくれて、会場を訪れた子どもや大人も楽
しい時間を過ごしています。
　残念ながら新型コロナウイルスの影響で活動しにくい状況が続いて
いますが、来年こそは普段の活動を通して、地域に笑顔のあふれるお
手伝いができることを願っています。

ハーモニー♪

☆「自然田公園（通称たこ公園）を美しくする会」を立ち上げ、１０年前
位に団体名を「ハーモニー♪」と改め、たこ公園の花壇造り・清掃・廃
品回収・５つの教育施設へ「図書及び図書費贈呈」をしています。
　平成２９年８月に、「阪南市アダプトプログラム」認定団体となり、毎
月第３土曜日午前８時から自然田公園花壇整備・清掃を行っていま
す。
　今後も、地域美化・貢献活動に励んでいきたいと思います。
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東鳥取公民館参加者協議会

地域に根ざした公民館をめざし、クラブ会員相互の親睦交流及び連
絡調整、多様な団体や地域住民とともに持続可能な地域の創造に向
け、生きがいづくりや地域コミュニティの拠点となる事業を行うことを
目的としています。広報誌等を作成し、参加者協議会の公民館活動
内容やイベント等を積極的にPRすることにより多様な団体、地域住
民との情報共有や人的交流等横の連携や協働により、地域づくりに
繋げることができると考え活動しています。

ボランティア鳥取三井

現在正会員15名により8月を除く毎月第一土曜日の9時から11時ま
で活動しています。
・活動場所：公園2カ所、鉄塔下空地、遊歩道及び一部
                道路
・活動内容：①雑草刈り、掃除、枯れ枝、ゴミ等の収集
 　　          ②樹木の剪定
               ③台風または強風後の後始末
　又、正会員とは別に準会員10名と合同で春と秋の一斉清掃にも同
様に活動しています。
　今はコロナ禍でもあるため、清掃後は屋外でお茶を飲んで親睦を
深めています。

本のリサイクル運営委員会

　阪南市の市民協働事業として、サラダホールつながりスペースで、
図書館での利活用を終えて除籍した本や、市民からの寄贈本を、毎
週土曜日安価で販売しています。
　その収益で阪南市内の公共施設に本を寄付するなどの社会還元を
目的として活動しています。
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舞東美化クラブ

　公園（舞１号公園・舞東児童遊園）の清掃や草刈り、花壇への花苗の
植え付け等を行っています。
　毎月第一土曜日に午前９時半から３０分から１時間を活動時間とし
て自治会員を主に御近所の皆様と活動しています。
　年齢に関係なく、ご協力頂ける方、特にお花の好きな方は是非とも
ご参加下さい。
　子供も高齢者も気持ちよく集える場（公園）にしていきたいと思って
います。

マスターズCafé

2018年5月より認知症にやさしい図書館プロジェクトから開始、令
和3年9月で3年を迎えました。マスターズCaféは認知症の人、家
族、その支援者で毎週木曜日１３：３０から１５：００まで（サラダホール
内つながりスペース）で開催しております。令和3年度からは第2、第
4の火曜日(同時間)マスターズCafé＆マダムで開催しております。
地域共生カフェをめざし、発展しております。カフェは、悩みを聞いて
もらえる場所、人と出会える場所、多世代が集い合う場所としてみな
さんのお越しをお待ちしております。

まちおこし夢テラス

１．阪南市内の文化財や史跡めぐりの企画、案内事業
２．買い物ツアーや桜見物ツアーの実施
３．まちの歴史発見講座の実施
４．夏休み子ども歴史講座の開催
５．まちあんないボランティア養成講座の実施
６．阪南市を紹介する案内資料、ガイドマップ製作や民話紙芝居の製
作と実演
７．各種団体、行政の観光事業との提携
８．自己研鑽の研修学習会の実施
９．南泉州観光ボランティア協会と提携し各種事業の実施
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街角ふれあい協議会

　本協議会では、いつからでも、だれでもできる取組として、毎月５の
つく日（5.15,25日、ただし休日にあたる場合は前日・前々日の金曜
日）に各小中学校（貝掛中・下荘小・舞小）が決めたポイントで、登校
する子どもたちに挨拶し、交通安全の声かけ運動を行っています。
　朝の清々しい空気の中、「おはようさん」、「おはようございます」、
「気いつけて行きや」の声が響き、子どもたちの方から積極的に挨拶
する様子もみられます。1回ずつの時間は短いですが、地域の子ども
たちと触れ合う貴重な機会になっています。

万葉台自治会みどりクラブ

　このクラブの活動は、平成１９年６月に当時の老人会会長の発案に
より有志１８名でアダプトクラブ実施団体として発足、今年で１４年にな
りました。
　活動は、万葉台住宅内の公園、緑地帯、空き宅地等の雑草草刈り、
植木の剪定、ごみ拾い等、実施場所を含めて年間作業計画を立て、２
０数名で月１～２回８時から２～３時間行っています。
　残念な事にここ数年、発案者や会員が相次いで鬼箱に入られ会員
数の減少と、高齢化にともない活動範囲の縮小を余儀なくされている
のが現状です。

三井住友海上火災保険株式会
社

令和3年2月1日に、「SDGsの推進や地域産業の振興をはじめとす
る、様々な分野での相互の連携を強化し、双方の資源を有効に活用
した協働の取組を推進すること」を目的として、阪南市と包括連携協
定を締結しました。当社の各種支援メニューやグループ各社のソ
リューションを活用し、地域活性化・地方創生への貢献を目指すもの
です。　SDGsの更なる推進・地域産業の活性化というゴールの達成
に向け、相互に緊密な連携を行い、双方の資源を有効に活用した協
働の取り組みを推進してまいります。

https://www.ms

-ins.com
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緑ヶ丘助っ人グループ

主に緑ヶ丘音羽池公園の除草と花壇の管理等です。
　第１水曜日は女性だけで花壇のお世話をしています。
　第２土曜日は緑ヶ丘全体の有志での活動ですが仲々協力の輪が広
がらず苦戦して居ります。
　活動時間は９：００～１０：３０とし、きれいな街として皆様の御協力を
お待ちして居ります。

みもざ会

桃の木台西地区の緑地帯の一部
　何日何日ときめる事なく自由に各自が出来る時に出来る事をしてお
ります。

みんなで歌おう♪第九コンサー
ト実行委員会

　第九コンサートを運営するための、有志による実行委員会です。コ
ンサート参加者は公募により、小学生から９０歳代の方まで、初心者
からベテランまで、非常に幅広く、気軽に参加していただいています。
その気軽さが口コミで広がり、泉州地域はもとより堺市や和歌山な
ど、阪南市以外からも多くの方に参加いただいています。
  第九コンサートは、毎年１２月に開催しています。
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学校法人　村川学園

大阪調理製菓専門学校は、令和3年3月29日に阪南市と包括連携
協定を締結しました。　本校を拠点に、阪南市を含む泉州地域とトッ
プシェフや地元企業などの産業界などと連携することで、地元食材を
活かし「美食」を観光資源として産業振興の復興や地域活性を行うも
のです。　水なすや泉州玉ねぎを始めとした農産物も豊富な阪南市。
連携を通じて、阪南市が位置する泉州エリアを活性化し、新たな学び
にチャレンジしてまいります。

https://senshu-

expo.com

明治安田生命保険相互会社

令和元年12月、「阪南市民の健康づくりの推進等に係る連携と協力
に関する協定」を締結しました。

＜主な活動＞
◆弊社の保険外交員が、市民の皆様にがん検診の案内チラシを配付
し、がん検診受診の啓発に協力しています。
◆認知症対策リーフレット「にっこりはんなんマップ」の作成に協力し
ました。
◆運動・スポーツ習慣化促進事業に協力し、参加者全員に除菌スプ
レーや除菌シートを配付しました。
◆はんなん家族マイレージに記念品を協賛しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

株式会社　モンベル

　平成29年11月にフレンドタウンに登録されて以降、里海里山に囲ま
れた自然豊かな阪南市の魅力発信だけでなく、新型コロナウイルス感
染症対策への支援など、さまざまな取り組みを進めてまいりました。
　これからも、相互の連携を強化し、アウトドア活動等の促進を通じた
地域の活性化及び市民生活の質の向上に寄与することを目指してま
いります。

https://www.mo

ntbell.com
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個人・団体名 活動内容 写真 備考

山中渓自治会

　山中渓の桜を守るため、自治会下部団体の皆さんと共に種々の活
動を行っています。
　次世代を担う若木の植樹、消毒、下草刈り、常に数百本の桜の健康
状態を管理し、毎年４月前後桜の開花時期に合わせ皆さんに満開の
花を観賞して頂く桜まつりを開催、阪南市又近隣地区文化活動団体
の発表の場として提供運営をしています。
　今後も山中渓地区の桜並木を衰退させる事なく、地区又は阪南市
の財産として活動を継続してまいります。

社会福祉法人　夢らんど二田
幼保連携型認定こども園
アルン西鳥取夢学舎

　緑の芝生の園庭では、毎日子どもたちの元気な笑い声が飛び交っ
ています。木がたくさんある山には、四季折々の植物が、花を咲かせ
たり、実をつけたりします。そして、匂いに誘われた色々な虫にも出会
うことができます。そんな自然に触れることのできるこども園です。
　当園の保育は、基本理念である、【健康・愛・尊重】の３つを柱にしな
がら、健康と安全に精一杯の気配りと、目配りを心がけ、子ども一人
ひとりの人格を尊重しつつ、個性を伸ばす保育を進めています。

りんくる桃の木台

主な活動
　○夏祭り
　○りんくる講演会
　　　講師を招き講演会を開催する
　○サンサンパーティー
　　　小中学生と地域の方々が一緒に障がいに
　　　ついての理解を深めるイベント
　○りんくる桃の木寄席
　　　桃の木台小学校「落語クラブ」(有志)と
　　　プロ落語家が落語を披露する
　○広報誌「りんくる　ふるさとかわら版」の発行

＜桃の木台寄席＞

＜桃の木寄席＞



個人・団体名 活動内容 写真 備考

朗読ほほえみ

　図書館が行う利用支援サービス（障がい者等サービス）である対面
朗読の読み手を担当。
　日頃の勉強会の成果を生かし、視覚等に障害のある利用者の希望
の図書を１回２時間程度朗読しています。事前に図書を借り、利用者
が聞きやすいように、下読みしてから本番に臨んでいます。

国立大学法人
和歌山大学

  平成29年度から「はんなんまちづくりプロジェクト（立地適正化計
画の施策展開事業）」をはじめとする共同研究を実施し、令和2年8
月には、これらの取り組みの継続的な発展を目指し、地域連携協定を
締結したところです。
　今後も引き続き、地域の新たな価値の共創をめざし、フィールドワー
クや社会実験等を通して、官民連携による持続可能なまちづくり施策
について共同研究を行っていきます。

市ウェブサイト
https://www.c
ity.hannan.lg.j
p/kakuka/tos
hi/toshi/1599
092585072.ht
ml
（和歌山大学との
地域連携協定締
結式の内容）

・永和証券株式会社
・産経新聞　箱作営業所
・大阪信用金庫

　各事業者と阪南市との間で「阪南市地域見守り活動に関する協定
書」を締結し、各事業者の通常の業務の中で、阪南市内の住民に何
らかの異変を察知した場合は、業務に支障のない範囲で阪南市に通
報する地域見守り活動を実施しています。
　これからも市民の皆さんが安心して暮らせるよう、積極的に地域見
守り活動などを行い、阪南市と連携しながら、地域福祉の向上に取り
組んでまいります。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

校区(地区)福祉委員会
（尾崎校区尾崎地区福祉委員会）
（尾崎校区福島地区福祉委員会）
（西鳥取校区福祉委員会）
（舞校区福祉委員会）
（下荘校区下荘地区福祉委員会）
（下荘校区箱作地区福祉委委員会）
（桃の木台校区福祉委員会）
（上荘校区福祉委員会）
（東鳥取校区東鳥取地区福祉委員会）
（東鳥取校区波太地区福祉委員会）
（朝日校区朝日地区福祉委員会）
（朝日校区山中渓地区福祉委員会）

市内１２のおおむね小学校区に設置されている、地域の福祉活動を進
める任意団体です。
自治会や民生児童委員等の各種団体や有志のボランティアが参画し
ており、まちなかサロン・カフェ等の居場所づくり活動や見守り活動を
実施されています。
社会福祉協議会が組織化、支援をおこなっています。



個人・団体名 活動内容 写真 備考

障がい事業所関係（順不同）
・社会福祉法人　日本ヘレンケラ―財団
さつき園 まつのき園
・社会福祉法人　ぽけっと福祉会
・社会福祉法人　舞福祉会　舞グリーン
フレンズ
・社会福祉法人　野のはな
・特定非営利活動法人　ハートワークひ
だまり
・特定非営利活動法人
くらしのたすけあい　えぷろんの会
・特定非営利活動法人　はぁとの会
・特定非営利活動法人　らふ
・特定非営利活動法人　いるか
・特定非営利活動法人　スウェル
・特定非営利活動法人　LIEN・りあん
・特定非営利活動法人　ふれあい

  障がいのある方に、さまざまな障害福祉サービスの提供を行ってい
ます。
　サ－ビスを利用するための「サービス利用計画」を作成したり、ヘル
パーを派遣したり、日中に障がいのある方に通所してもらって介護や
就労訓練を行ったりします。　障がいのある方が食事や入浴などの日
常生活上の支援を受けながら、地域で他の方と一緒に生活するグ
ループホームを運営している事業所もあります。
　これからも障がいのある方の地域生活を支援してまいります。 利用者さんの作品



個人・団体名 活動内容 写真 備考

阪南市障がい者（児）団体連絡
協議会
（構成団体）
①視力障がい者福祉協会
②聴力障がい者協会
③身体障がい者福祉会
④精神障がい者協議会
⑤知的障がい者（児）団体連絡
会

【ふれあいキャンペーン・街頭キャンペーン】
　１２月３日から９日までを「障害者週間」と定められていることにか
ら、この趣旨を市民に周知し、障がい者福祉に対する理解と認識を深
めるため、会員が駅やスーパー前において、洗濯ばさみ（授産製品）、
ティッシュ、クリアファイル等の啓発グッズを配布し、障がい者の自立
と社会参加の促進を図っています。


