別紙３
平成29年度（2017年度）みのお市民活動センター会議用施設利用料減免団体一覧
団体名称

所在地

代表者

活動目的

活動内容

阿部 一郎

(1)両市民の直接交流の推進
箕面市とニュージーランド・ハット市との国 (2)ニュージーランド文化の紹介：NZワイ
際協力都市提携に基づき市民が主体と
ン、NZラム料理等
なって草の根の交流を推進し、相互理解 (3)英語でのコミュニケーションに慣れる：英
を図る。
会話サロンの開催
(4)その他、会員親睦等

牧落１

富田 恭弘

・開設37年目。健康増進策として市教委の
講習会が発端。
・市民向けの生涯運動として、健康生活、
長寿を目的に毎週５ヶ所で活動。
・太極拳を通じて、市内・コミュニティ作り、
奉仕、協力活動を行う。

・幅広い種目を毎週市内のみで指導員付
きで行う。（５ヶ所）
・健康サポートの為、市民向け講習会、体
験会、を随時開催。
・市体育連盟に加盟。市や体連行事に積
極参加。
・太極拳日本連盟に加盟。全国での催事
など間口を広げている。

みのお
坊島４
アジェンダ２１の会

北谷 竹夫

箕面市ローカルアジェンダ２１の普及・実
践

小学校・高校・市民一般向け環境学習、省
エネ、エコライフのための啓発活動、見学
会、講演会

劇団「すずしろ」

新稲５

秋田 啓子

①演劇を通して 自己の向上と成長に真
摯に取りくむ。
②箕面のシニア中心の劇団として演劇発
表を行い 地域の文化振興に貢献する

・年1回 本公演
・不定期 出張出演

箕面市学童保育
保護者会
連絡協議会

白島２

松井 加奈子

箕面市の学童保育をより良くしていくため ・幹事会の実施
に箕面市、社会福祉協議会との協議を
・かくれんぼだよりの発行
行っていく
・箕面市、社会福祉協議会との協議

伊東 怜子

各保育所・保護者会の連絡会（箕面市の
保育環境の向上、情報交換）

箕面市ハット市
友好クラブ

箕面太極拳協会
ヴィソラ

半町１

箕面市保育所・園
瀬川４
保護者会連絡会

（会議）よりよい保育の為の月１回の定例会
●市保連ニュースの発行 ●市との協議
（年2回）

シルバー
アドバイザー
箕面・豊能

稲６

下田 英二

・「いきいき歌体操」で高齢者や障がい者
施設を訪問し福祉の増進活動、「おもちゃ
・ボランティア活動を通じて地域社会に貢
作り教室」で学童保育室や子育てサーク
献する、自分たちも楽しめる活動をし、そ
ルを訪問し子どもの健全育成活動、また
の結果として地域貢献に繋がることを目指
「歌声ひろば」でシニアの健康増進活動に
す。
寄与。いずれも定例として実施。
・定例会は毎月第4金曜日午後実施。

萱野小地区
福祉会

坊島３

久松 義周

萱野小地区の住民の皆さんが安心して暮 住民の皆さん、関係団体と活動・行事を通
らせる地域にしていく地域福祉
じて思いをつなぎはぐくむ福祉活動

松本 史恵

子どもの人権が尊重された暴力のない社
会の実現をめざして活動

ひとつぶのたね

坊島４

・子どもや大人にCAP（子どもへの暴力防
止プログラム）を提供
・人権啓発のための研修や講演会を企画・
実施

（特活）
北大阪エコネット

船場西
大北 敏治
２

①廃食用油のディーゼル燃料化（BDF）の
活動
②市民発電所設置活動
再生可能エネルギーを利用した、市民の
③郊外型農業の再生活動
ための「自然と共生した資源循環型社会」
④環境学習活動「風とあそぼう！親子で自
の創造。
然エネルギーを体験しよう」
⑤電動自転車を使った「エコサイクル・シェ
アリング」事業

箕面の山
パトロール隊

坊島４

箕面の山のクリーンハイキングを中心とし
た美化活動ボランティア

・クリーンハイキング
・大掃除大作戦
・子どもハイキング など

本会は医療的ケアを必要としながら生活
する人々の一人一人が「個」として尊重さ
れ、地域で安心して暮らせること、障害の
程度や種類に関わらず、地域で当たり前
に生活できるよう、法律や、社会サービス
の改善を求め、実現することを目的とす
る。

医療的ケアを必要とする人や、その家族、
関係者に対しての相談窓口を設置し情報
交換を行う。医療的ケアのための必要な情
報収集・蓄積、関連団体・関係機関等との
連携を図る。医療的ケアを必要とする人々
や、その家族のネットワークを形成する中
で、知識、経験の共有化、精神的な支え
合い等、セルフヘルプ活動を促進する。医
療的ケアを必要とする人々を取り巻く社会
環境整備、法律、制度等の問題点を確認
し、改善に向けての活動を行う。医療的ケ
アを必要とする人への社会的理解を深め
るための活動を行う。機関紙等の発行、
等。

医療的ケア
連絡協議会

坊島４

村上 なおみ

岸本 彩
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粟生新
石田 達郎
家３

箕面市内のホタルを調査し、観察会を行
なう。
箕面市内のホタルとホタルの生息できる環 ホタルに関する知識や情報を市民に普及
境を守る。
する。
他団体、行政、専門家などと広く連携す
る。

大宮寺の森の会

船場西
大原 とも子
２

白島3丁目にある市有地”大宮寺の森”の
貴重な歴史・自然、を調べ、「中央公園」の
西に位置するこの森の照葉樹林を広く市
民に知らせ、保全していく目的で活動して
いる。

①北側の山地に屹立する医王岩にもかか
わる歴史を調べてまとめている。
②この1.2haの植生調査（樹高1.3m以上）
を8年かけて行い、3000本余のデータが出
来た。
③基礎データをもとに、継続して毎木調査
する区域を特定し、森の変遷を記録中。

ナルクみのお

坊島４

中田 秀明

・会員が健康で楽しい生活が出来ること
・社会貢献

・会員同志の助けあい
・介護施設の支援
・通学の見守り、体験授業
地域おやこクラブ開催、子育てサークル支
援、子育てMAPみのお編集発行、幼稚園
ママと語ろう座談会、母親企画部活動、小
学生クラブ講師、PTA応援団など

箕面ホタルを
守る会

NPO法人
はんもっく

桜２

福井 聖子

地域において、親同士や親子の周囲の人
たちとのつながり作りを行い、親も子も子育
てに関わる人たちにも、出会いと豊かな育
ちが得られるよう支援する。

シーエスエス
（ＣＳＳ）

坊島４

米田 和男

市民活動団体や地域の市民に対して情報
パソコン相談「かかりつけ医」、団体の事務
通信技術の活用方法を提供し以って地域
サポートなど
社会の発展に寄与する。

上田 芳弘

『箕面市みどりの基本計画（改訂版）』およ
び『”まちなかのみどり”アクションプログラ
ム』（平成25年3月。市民・事業者・行政の
協働計画）に基づき《花とみどりあふれる箕
面》を掲げ、①美しく楽しく潤いある環境づ
くり、②心身の健康・住民間のコミュニケー
ション・ふるさとへの愛着のアップ、③若い
世代が移り住む魅力あふれる街づくりを進
め、人と自然の共生社会を目指します。

(1) 花とみどりを守り・育て・生かす活動
(2) 花とみどりの街づくり活動
(3) 以上に取り組む人や組織のコーディ
ネート活動

西小路
牧野 直子
３

１ 災害時にはコミュニティ放送は唯一の
情報源として必要であり、その為に箕面市
民に「タッキー816みのおエフエム」を浸透
させる事
２ ラジオを媒体として地域の課題を解決
する事

１ 市民ボランティアによる「街かどレポー
ター制度」の企画・運営
２ 独居高齢者などを対象とした歌番組
「歌ってきょうも元気」の自主制作と平日
（月～金）の毎朝タッキー816から放送し
て、話す機会の減少した高齢者に一緒に
歌ってもらう元気になってもらう仕組みの構
築

箕面５

上田 芳弘

①花咲か公園の西側の花壇を再生・復活
します。
①放置され、草ぼうぼうの公園の花壇を再
②古井戸公園・花咲か公園の花壇に花を
生します。
植えます。
②種から苗を育て、公園花壇を彩ります。
③公園花壇の花を利用して、市民の方と
交流します。花水盤・ブーケ作り

甲角 裕子

『“まちなかのみどり”アクションプログラ
ム』に基づき、まちなかのみどりを守り・育
て・生かしみどりあふれる街づくりやみどり
を通じたコミュニティづくりを進め、人と自
①「園芸中級コース」・・概ね年6回（講義・
然の共生を目指すための人材を育てるこ
実習等）。
と。
今年度は、「基礎（初級）コース」修了者
向けのフォローアップとして「中級コース」
を開催する。

ＮＰＯ法人
花とみどりの
街づくり・箕面

タッキー816
応援団

みのお
園芸ファーム

坊島４

箕面・
花とみどりの学校 坊島４
運営委員会
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