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大阪市北区  
大阪信愛女学院高等学校、地域女性団体協議会、地域振興会女性部、

区社会福祉協議会、区ボランティア・市民活動センター  

大阪市都島区  
連合振興町会(桜宮・中野・西都島・内代・高倉・友渕・淀川・大東)、

地域振興会女性部  

大阪市福島区  

区遺族会、区更生保護女性会、福島地区保護司会、区母と子の共励会、

区身体障害者団体協議会、区老人クラブ連合会、福島区大開町と松下

幸之助に関わる事業委員会、区防犯協会、区まちづくりセンター、区

社会福祉協議会、地域女性団体協議会、地域振興会、区役所  

大阪市此花区  
島屋保育所、連合振興町会女性部(西九条・高見・伝法・四貫島・梅香・

酉島・春日出・恩貴島・島屋)、桜島地域社会福祉協議会女性部  

大阪市中央区  
救世軍西成小隊、大阪信愛女学院高等学校、大阪南ロータリークラブ、

大阪市立淀商業高等学校  

大阪市西区  

いっしょにやりましょ！！そよかぜまつり、文化のつどい、新町アワ

ザ・サーカス、クラウン OSAKA、大阪歯科学院、区社会福祉協議会、

西区民まつり  

大阪市港区  港区民生委員児童委員協議会  

大阪市大正区  区地域振興会、区役所、区社会福祉協議会、地区募金会  

大阪市天王寺区 
区役所、区連合女性会、四天王寺学園、清風学園、四恩学園、高津学

園、地区募金会、生魂連合振興町会  

大阪市西淀川区 地区募金会、好文学園女子高等学校、区母と子の共励会  

大阪市淀川区  
区女性団体協議会(東三国・三国・新高・西中島・木川・木川南・十三・

野中・神津・田川・三津屋)、新北野連合振興町会女性部  

大阪市東淀川区 連合振興町会女性部(東井高野・新庄・下新庄・東淡路・啓発・淡路)

大阪市東成区  森ノ宮医療学園専門学校、区社会福祉協議会  

大阪市生野区  
地区募金会、区赤十字奉仕団、区社会福祉施設連絡会、区老人クラブ

連合会  
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大阪市旭区  
区民生委員・児童委員協議会、区地域振興会女性部、区母と子の共励

会、区更生保護女性会、区老人クラブ、区女性団体協議会  

大阪市城東区  
連合振興町会(中浜・森之宮・城東・鴫野・聖賢・鯰江・鯰江東・関目・

関目東・榎並・成育) 

大阪市鶴見区  鶴見区地域女性団体協議会(鶴見北・鶴見・今津・榎本・茨田北・横堤)

大阪市阿倍野区 区地域振興会女性部、文の里中学校  

大阪市住之江区 
地区募金会、さざんか清江協議会、区わんにゃんパトロール隊、さざ

んか海の町協議会、子育て応援イベント実行委員会  

大阪市住吉区  
住吉健康まつり＆食育展、あびんこ 100 円商店街、第 43 回すみよし

まつり、第 10 回すみよし博覧会、日本ボーイスカウト大阪第 74 団  

大阪市東住吉区 (一財)大阪市コミュニティ協会  東住吉区支部協議会  

大阪市平野区  区社会福祉協議会、区地域振興会  

大阪市西成区  

区地域振興会、区社会福祉協議会、区地域女性団体協議会、(福)白寿

会、(福)自彊館、ナンクルナイサァーボラネット、区ボランティア連

絡協議会、ネットワーク委員会、青少年指導員連絡協議会  

堺市  

NPO 法人のびやかオアシス、堺 SA、堺市遺族会、堺市更生保護女性

会(堺、中、東・美原、西、南、北)、堺市社会福祉施設協議会、堺市

仏教会、堺市保護司会連絡協議会、堺市母子寡婦福祉会、堺市各区民

生委員児童委員協議会(堺・中・東・西・南・北・美原)、堺市各区老

人クラブ連合会(堺・中・東・西・南・北)、堺地区 BBS 会、堺ブレイ

ザーズ、ボーイスカウト堺  第 1・4・9・14・15・16・17・24・25 団、

美原区さかいボランティア連絡会、関西大学  学生有志  

岸和田市  

市民生委員児童委員協議会、小学校(中央・大芝・城東・新条・山直北・

八木小学校児童会)、婦人会(南上町・土生町・畑町・流木町・作才町・

八阪町・上松町・門前町・下松町・朝陽校区連合・野田町)、岸和田学

園・あおぞら、岸和田市介護者家族の会「みずの輪」、ガールスカウ
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ト第 78 団、近畿大学泉州高等学校、岸和田市ボランティア連絡会、

山直南こども園  

豊中市  

豊中地区募金会、豊中市社会福祉協議会、校区福祉委員会、豊中市民

生・児童委員協議会連合会、豊中市母子寡婦福祉会、(福)愛和会  豊中

あいわ苑、(福)昌壽会  豊中グリーンヒル、(福)豊中きらら福祉会、(福)

豊中親和会、(福)コスモス福祉会  豊中作業所、(福)みとい福祉会、豊

中地区更生保護女性会、豊中市、聴くの会、ステッキ、小さな手、豊

中アッシー、いきいき歌体操グループさわやか、みちしるべ、そよか

ぜ、SA とよなか、ひとり暮らし老人の会連絡会、ボーイスカウト豊

中 15 団、刀根山地区募金会  

池田市  

池田エイフボランタリーネットワーク、市地域婦人団体協議会、市民

生委員児童委員協議会、市社会福祉協議会、市ボランティア連絡会、

宣真高等学校、北豊島中学校、いしばし学園 (石橋中学校・石橋小学

校・石橋南小学校)、ほそごう学園(細郷中学校)、いけだ学園(池田中学

校・池田小学校・呉服小学校) 

吹田市  

地区民生児童委員協議会(吹一・吹六・吹田東・千一・豊津・南千里Ⅰ・

南千里Ⅱ)、地区福祉委員会(吹一・吹二・吹三・片山・千二・五月が

丘・佐井寺・千里新田・岸部・山一・山三・西山田・東山田・北山田・

山五・桃山台・高野台・津雲台・古江台・青山台)、西山田中学校生徒

会、吹田市ボランティア連絡会、コスモス福祉会、日本アジア証券、

第六中学校、吹三長生会、吹田市内高校生有志一同、地区募金会、ボ

ーイスカウト(第 1・4・9・10・15・16・17・19・21・23 団) 

泉大津市  

市保護司会、市更生保護女性会、市民生委員児童委員協議会、地区福

祉委員会(浜・穴師・上条・宇多・条東・戎・楠・旭・条南)、街頭募

金ボランティア、市ボランティア連絡会、市老人クラブ連合会  

高槻市  市社会福祉協議会、(福)高城会、真如苑  
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貝塚市  

市三役、正副議長、社協役員、民生・児童委員、募金委員、水間寺寺

僧会、校区福祉委員会(東・西、南、北、津田、中央、木島・東山、葛

城、永寿、二色)、校区ボランティア部会(東、西、南、北、津田、中

央、木島・東山、葛城、永寿)、二色校区サポート部会、社協ボランテ

ィア連絡会、北婦人会、ボーイスカウト１団・２団、ガールスカウト、

母子寡婦福祉新生会、保護司会、老人クラブ連合会、更生保護女性会

守口市  市社会福祉協議会、市民生委員児童委員協議会  

枚方市  
市ボランティアグループ連絡会、関西外国語大学穂谷祭実行委員会、

市社会福祉協議会  

茨木市  
市社会福祉協議会、茨木スカウト連絡会、山手台サニーズ、茨木フレ

ンズ、高等学校(福井・北摂つばさ・早稲田摂陵) 

八尾市  

市女性団体連合会、こどものいえ、さくら保育園、あけぼの保育園、

母木保育園、千塚保育園、久宝まぶね保育園、志紀保育園、マリア保

育園、(学)大阪経済法律学園  大阪経済法科大学  

泉佐野市  

全日本空輸(株)関西空港支店、地区募金会、社会福祉協議会、社会福

祉協議会ボランティアセンター、来友会、いちょうの森、清光会、中

央地区福祉委員会  

富田林市  

地区募金会、市社会福祉協議会、河南高等学校生徒会、市役所、金剛

高等学校生徒会、つじやま作業所、ナルク富田林露子の会、寺池台校

区福祉委員会、伏山台校区福祉委員会  

寝屋川市  市民生委員児童委員、市社会福祉協議会  

河内長野市  
市役所、市社会福祉協議会、市民生委員児童委員協議会、地区(校区)

福祉委員会、地域女性団体協議会  

大東市  
大東市民生委員児童委員協議会、大東市区長ＯＢ会、ガールスカウト

大阪府第 141 団  

和泉市  (福)女子慈教寮、(福)高津学園  児童養護施設  信太学園、(福)泉州三和
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会  信太保育園、中村いきいきサロン、鶴山台南ゆうゆうクラブ、鶴

山台北校区いきいきサロン、青葉台子ども元気クラブ、市民生委員児

童委員協議会、市社会福祉協議会  

箕面市  

箕面早起き歩こう会、箕面市戦没者遺族会、箕面市献血推進協議会、

箕面断酒会、箕面市更生保護協会、箕面市母子寡婦福祉会、箕面市肢

体不自由児者父母の会、箕面市介護者家族の会、箕面市民生委員児童

委員協議会、箕面市身体障害者福祉会、箕面手をつなぐ親の会、箕面

市赤十字奉仕団、びわの会、箕面市老人クラブ連合会、箕面市青少年

指導員連絡協議会、スカウト団委員長会、箕面市更生保護女性会、小

地区福祉会(西・北・箕面・南・中・西南・萱野東・豊川北・東・豊川

南・萱野・止々呂美・萱野北)、箕面市青少年赤十字団、箕面地区保護

司会  

柏原市  柏原市民生・児童委員協議会  

羽曳野市  
羽曳野市民生委員・児童委員協議会、羽曳野市婦人団体協議会、日赤

奉仕団、羽曳野市母子福祉会、羽曳野市社会福祉協議会  

門真市  門真ボーイスカウト協議会、市社会福祉協議会  

摂津市  

校区福祉委員会(千里丘・三宅・柳田・味舌・味舌東・摂津)、市ボラ

ンティア連絡協議会、大阪人間科学大学、市老人介護者(家族)の会、

市母子福祉会、ボーイスカウト摂津第 3 団  

高石市  

市民生委員児童委員協議会、市婦人団体協議会、エイフボランタリー

ネットワーク、市ボランティア連絡会、社協登録ボランティア、社協

登録 NPO グループ、社協理事、母子寡婦福祉会、ガールスカウト第

28・30・37 団  

藤井寺市  

市民生委員児童委員協議会、沢田西自治会、藤井寺市民うたごえの会、

(一社)ガールスカウト大阪府連盟  第 47 団、市社会福祉施設連絡会、

市社会福祉協議会  
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東大阪市  

校区自治連合会(長堂・荒川・高井田西・三ノ瀬・大平寺・菱屋西・長

瀬北・長瀬西・弥刀・柏田・永和・高井田東・小阪・意岐部・八戸ノ

里・八戸ノ里東・上小阪・長瀬南・長瀬東・弥刀東・楠根・森河内・

鴻池東・成和・加納・岩田西・玉川・若江・玉美・花園北・英田北・

花園・玉串・弥栄・北宮・縄手上四条・縄手北・池島・縄手南・石切

東・孔舎衙・石切・枚岡西・枚岡東)、東大阪市ボランティア連絡会

泉南市  

地区福祉委員会(新家・信達・砂川・東・雄信・樽井・鳴滝・西信達・

一丘)、介護者家族の会、ボランティア連絡協議会、泉南中央ライオン

ズクラブ、青少年指導委員協議会、地区民生児童委員会(新家・信達・

雄信・樽井・鳴滝・西信達)、遺族会、PTA 協議会、婦人団体協議会、

更生保護女性会、母子寡婦福祉会、保護司会、ボーイスカウト泉南第

2 団カブスカウト隊  

四條畷市  田原台・さつきヶ丘地区福祉委員会  

交野市  

地区募金会  理事、行政  福祉部、民生委員児童委員協議会、社会福祉

協議会、ボランティアグループ連絡会、身体障がい者福祉会、遺族会、

障がい児(者)親の会  

大阪狭山市  
市婦人会、献血推進協議会、日本ボーイスカウト大阪連盟狭山第 1 団・

第 2 団、市社会福祉協議会、地区募金会  

阪南市  

地区募金会、校区(地区)福祉委員会(尾崎・朝日・波太、下荘・福島・

箱作・西鳥取)、介護者(家族)の会、社会福祉協議会、地域包括支援セ

ンター、阪南グランドゴルフ協議会  

島本町  地区募金会  

忠岡町  忠岡地区福祉委員会、東忠岡地区福祉委員会、社協理事役員  

熊取町  
町社会福祉協議会、町民生委員児童委員協議会、町ボランティア連絡

会  

田尻町  町社会福祉協議会、町民生委員児童委員協議会  
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岬町  
町社会福祉協議会、地区福祉委員会(淡輪・深日・多奈川・孝子)、町

民生委員児童委員協議会、淡輪婦人会、多奈川小学校  

河南町  町社会福祉協議会  

大阪府  

ＮＨＫ連続テレビ小説「べっぴんさん」出演者  谷村美月さん、セレ

ッソ応援ナビゲーター  渡邉みさきさん、大阪府、大阪市、大阪市北

区地域女性団体協議会、全日本空輸(株)大阪空港支店、大阪府社会福

祉協議会、大阪市社会福祉協議会  

 


