平成27年度「共育支援メニューフェア」出展団体一覧
１ 企業・団体等名称

２ 支援活動（取組）分野

３ 支援活動（取組）のテーマ

４ 支援活動（取組）内容

ヤマト運輸株式会社
和歌山主管支店

④安全

「こども交通安全教室」は、ヤマト運輸がお届けする
社会貢献活動です。

2 和歌山県金融広報委員会

⑤金融・経済

3 紀州漆器協同組合

4 公益財団法人 南方熊楠記念館

1

５ 学校等での支援の形態

６ 連絡先

７ 担当部署

地元のクロネコヤマトのプロドライバーが学校や施
設等に出向き、交通安全について分かりやすく指 ア 出前授業・講演
導させていただきます。

安全推進課
〒640-8481
和歌山市直川185-1
TEL 073－499-4560

ヤマト運輸株式会社 和歌山主
管支店 安全推進課

金銭・金融教育について。（出前講座）

学校の授業やPTA行事などに、金融広報アドバイ
ザーを派遣して、金銭・金融に関する「出前講座」を
ア 出前授業・講演
行います。また学校や家庭で学習・指導に活用でき
る様々な教材・資料を提供します。

〒640-8319
和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プ
ラザ和歌山ビッグ愛8階 （県消費生活 和歌山県金融広報委員会
センター内）
TEL 073-426-0298

③文化（伝統・芸術等）

伝統技術にふれる。

ア 出前授業・講演
〒642-0001
紀州漆器の代表的な技法である「蒔絵」による絵付
イ 見学受入・校外学 海南市船尾222番地
け体験ができます。
習支援
TEL 073-482-0322

紀州漆器協同組合

②自然・環境 ③文化（伝
統・芸術等）
⑥国際理解
⑦科学（理科・数学・情報
通信等）

本県が生んだ世界的博物学者・民俗学者で、エコロ
ジーの先駆者 南方熊楠 を紹介。

ア 出前授業・講演
〒649-2211
フィールドミュージアム「番所山」と「南方熊楠」につ
イ 見学受入・校外学 和歌山県西牟婁郡白浜町3601-1
いて、出前授業、現地学習を支援します。
習支援
TEL 0739-42-2872

公益財団法人南方熊楠記念館

有限会社紫香庵

5 有限会社 紫香庵

①食育
⑥国際理解

和菓子作り体験教室。
ブラジルのことを学びましょう。

幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・婦人会・老人
会・自治会・国際交流などに、出前事業を行ってい
ます。 商品開発のお手伝い。イベント用にお菓子
作りのお手伝い。外国の方との交流に和菓子文
化、体験などを伝えています。ブラジル文化、歴史
などを実体験からお話しさせて頂いています。

6 和歌山県消費生活センター

⑤金融・経済

「消費生活に関する出前講座」

学校での授業や地域での研修会等に、専門の講師
を無料で派遣したり、教材やDVD等の貸し出しを
ア 出前授業・講演
行っています。

7 関西電力株式会社 和歌山支社

⑩その他（電気）
②自然・環境

『でんきについてのお話 』

出前授業「電気教室」及び職業体験受け入れを行
います。

①食育

和歌山の野菜果物の魅力発見、もっとおいしく、もっ
とたのしく。

野菜果物の魅力、おいしさ、たのしさなどを伝えま
す。主に和歌山で生産される食材をもとに、旬の野
事務局
ア 出前授業・講演
菜果物の紹介と、おいしい食べ方、扱い方、調理方
〒641-0051
イ 見学受入・校外学
法を伝授します。また、伝統料理について、食文
和歌山市西高松一丁目7-83
習支援
化、生産の歴史についてもわかりやすく紹介しま
TEL 073-426-1870
す。

8 野菜ソムリエ コミュニティ和歌山

ア 出前授業・講演
〒640-8156
イ 見学受入・校外学
和歌山市七番丁11-1-103
習支援
TEL 073-426-3250
ウ その他の支援

〒640-8319
和歌山市手平2丁目1-2 県民交流プ
和歌山県消費生活センター
ラザ和歌山ビッグ愛8階
TEL 073-433-1551

ア 出前授業・講演
〒640－8145
イ 見学受入・校外学
和歌山市岡山丁40番地
習支援
TEL 073-463-0604

関西電力 和歌山支社

事務局

9 京都大学白浜水族館

10 和歌山弁護士会

11 日本司法支援センター
和歌山地方事務所

②自然・環境 ⑦科学（理
科・数学・情報通信等）

紀伊半島南部の海の生き物を学ぶ。

⑩その他（消費者教育を含
法教育や消費者教育についての無料出張講義等。
む法教育）

⑩その他（法教育）

白浜町周辺の海に生息する魚類と無脊椎動物約
〒649-2211
イ 見学受入・校外学
500種を観察でき、地元の海の生き物について学べ
和歌山県西牟婁郡白浜町459
習支援
ます。
TEL 0739-42-3515

県内の学校を対象に、法教育（法的なものの考え
方を身につけるための教育）についての弁護士に
よる無料出張講義等を行います。

ア 出前授業・講演

誰に相談したらいいかわからないときは、「法テラス」 法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合
ア 出前授業・講演
へ!
案内所です。解決に向けた法教育をします。

京都大学白浜水族館

消費者保護委員会
〒640-8144
和歌山市四番丁5番地
TEL 073-422-4580

和歌山弁護士会 消費者保護
委員会

総務課
〒640-8155
和歌山市九番丁15番地九番丁MGビ
ル6階
TEL 050-3383-5457

日本司法支援センター和歌山
地方事務所

事務局
ネットワーク参加団体が持つ専門性を持った出前 ア 出前授業・講演
〒640-8331
12 わかやま勤労者マルチライフ推進ネッ ⑩その他（産官学民連携） 県内企業、行政、学術機関、NPO等による異業種連 教室、会社・工場見学などのコーディネートが可能 イ 見学受入・校外学 和歌山市美園町5-6-12
トワーク
携活動を進めています。
です。
習支援
わかやまNPOセンター内
TEL 073-424-2223

女性の視点を活かした地域・学校（特に子どもたち）
への防災・減災教育の推進。

学校・地域へ出向き、３W考案「新聞紙で作るマイト
イレ」の指導や「子ども向け防災紙芝居・人形劇」等 ア 出前授業・講演
の防災教育を行います。

14 近畿大学生物理工学部

②自然・環境 ⑧医療・福
祉⑦科学（理科・数学・情
報通信等）
①食育

大学の知的資源の共育支援への活用。

ア 出前授業・講演
本学部では、出前（出張）授業・公開講座（県内外
事務部
イ 見学受入・校外学
で年間9回）・見学会の受入れを行っています。
〒649-6493
習支援
※対象学年や実施内容についてはそれぞれ異なり
紀の川市西三谷930
ウ その他の支援（公
ますので、ブース担当にご相談ください。
TEL 0736-77-3888
開講座）

生物理工学部事務部

15 和歌山地方検察庁

⑩その他（司法・行政）

検察の役割について。

企画調査課
ア 出前授業・講演
学校に出向き，検事や検察事務官が、検察庁の役
〒640-8143
イ 見学受入・校外学
割や検事の仕事などについて説明します。
和歌山市二番丁3番地
習支援
TEL 073-422-4161

企画調査課

16 HML（ハッピーママライフ）

⑩その他（人権学習）

学校・家庭・地域に対し、CAP（子どもへの暴力防止
プログラム）の普及活動。

教職員研修、保護者講演会等でのCAPワークショッ
プの提供及び、子どもたちには出前授業でワーク ア 出前授業・講演
ショップを提供します。

公益社団法人
17 全日本ダンス協会連合会
和歌山県舞踏教師協会

⑨スポーツ

和歌山県舞踏教師協会の事務局を預かっていま
ジュニアダンス・若年層の社交ダンスをビデオ等をと
す。必要に応じて会員の協力支援をあおぎますが
おして紹介したい。実演・即席レッスン。
とりあえず広報活動していきたいと考えています。

13 3W
わかやまウィメンズワッチタワー

⑩その他（防災）

ア 出前授業・講演

〒640-8412
和歌山市狐島65-24 2F
TEL 073-451-4737

事務局

３W わかやまウィメンズワッチ
タワー 事務局

事務局
〒644-0012
御坊市湯川町小松原210-4
TEL 0738-23-0939

HML事務局

事務局
〒640-8319
和歌山市手平二丁目5-39
TEL 073-426-2511

和歌山県舞踏教師協会

和歌山県地球温暖化防止活動推進セ
②自然・環境
18 ンター
（NPOわかやま環境ネットワーク）

19 ヨガ世界 インド式ヨガ 和歌山

20 参加体験型人権学習サークル
・ファシリテーターグループ

21 和歌山県環境生活総務課

⑥国際理解
⑨スポーツ

「今、地球はどうなっているの？これからは？」を切
地球温暖化のしくみを家庭の省エネと合わせて出前
り口に、ゲーム性のあるワークを通じて一緒に学び ア 出前授業・講演
授業を提供。
考える授業を提供します。

ア 出前授業・講演
ウ その他の支援（ハ
学校・地域へ出向き体験。インド式ヨガ・旬の家庭イ
〒640-8401
インド式ヨガで肉体的・精神的両方を健康に、心と体
イキング、ヨガ、瞑想
ンド料理講座等を通して食育、自然、異文化、ス
和歌山市福島174-4
のバランスを！
など含んだヨガ合宿
ポーツ等の活動を行います。
TEL 090-4282-2925
の企画。インドへの
Study Tourも。)

③文化（伝統・芸術等）

出前で、人権ワークショップを行わせていただきま
す。

学校や地域に出向き、参加体験型の人権学習をさ
せていただきます。もし、「講義・講演式とは少し違
ア 出前授業・講演
う人権学習を」と考えておられましたら、お問い合わ
せください。

②自然・環境

「エコナビわかやま」、「グリーンカーテン事業」、「環
境学習アドバイザー」等の紹介。アトラクションとして
エコ工作を行う予定です。

「エコナビわかやま～和歌山県環境学習・環境保全
活動の手引き」、「グリーンカーテン事業」、「環境ア
ドバイザー派遣事業」など環境学習に活用いただ
ける取組の紹介をします。アトラクションのエコ工作
もお楽しみに。

22 和歌山県電波適正利用推進員協議会 ⑦科学（理科・数学・情報
通信等）

事務局
〒641-0014
和歌山市毛見996-2
TEL 073-499-4734

ヨガ世界 インド式ヨガ 和歌山

参加体験型人権学習サークル「ピー
ス」事務局
〒640-8124
参加体験型人権学習サークル
和歌山市雄松町4丁目25番地の1和歌 「ピース」事務局
山市立芦原小学校内
TEL 073-436-7277

イ 見学受入・校外学
習支援
〒640-8585
ウ その他の支援（グ
和歌山市小松原通1-1
リーンカーテンセット
TEL 073-441-2690
やエコ活動の教材配
付）

①電波を利用する機器と身近な電波の利用者（電
波の重要性の説明）
②おもしろ電波実験 （電波を受けて近くの豆電球
が点灯する様子など）
電波に関する実験や解説を行い、適正な電波利用の
③ラジオの組み立て（半田付けの体験）
ア 出前授業・講演
認識を深める。
④特定小電力無線機等による無線通信体験、和文
通話表を用いた伝達要領の習得
⑤携帯型方位測定器による電波の発射場所を見つ
ける体験学習

事務局

県環境生活総務課

近畿事務局
〒540-0012
大阪市中央区谷町1-3-12天満橋リー
電波適正利用推進員協議会近
フビル502
畿事務局
一般社団法人 全国陸上無線協会近
畿支部内
TEL 06-6941-5188

学芸課
歴史・民俗に関する講演会、当館及び学校等へ出 ア 出前授業・講演
〒640-8301
向いた勾玉、埴輪作り等の体験学習等を通じて教 イ 見学受入・校外学
和歌山市岩橋1411
育支援を行います。
習支援
TEL 073-471-6123

③文化（伝統・芸術・歴史
等）

地域や学校と連携した学習支援と教育普及活動。

24 MASH ART

③文化（伝統・芸術等）

学校や地域の集まり、婦人会やジュニアリーダーな
ど・・・ 出張教室でチョークアートのワークショプを
絵を通してのコミュニケーションと自己表現方法。 言 開催。 大規模から小規模まで対応出来ます。 ま
ア 出前授業・講演
葉では伝えられない気持ちの表現。
たテーマにする課題も相談の上決めます。 季節や
年齢などに合わせたテーマや課題を考えて持ち込
みます。

〒640-8412
和歌山市狐島379-13
TEL 090-6243-7757

MASH ART

25 橋本市岡潔数学ＷＡＶＥ

⑦科学（理科・数学・情報
通信等）

実際に紙を折ったり、模型を作ったりし、考える楽しさ 主に市内の小学生、中学生、高校生を対象とした
を体感する算数・数学教室。
算数・数学教室を実施します。

橋本市中央公民館
〒648-0072
橋本市東家1-6-27
TEL 0736-32-0034

橋本市中央公民館

23 和歌山県立紀伊風土記の丘

ア 出前授業・講演

和歌山県立紀伊風土記の丘
学芸課

26 日本赤十字社和歌山県支部

④安全

自分の命を守れる人間を育てる。 ～授業時間で教
える防災～

ア 出前授業・講演
ウ その他の支援（４
５～５０分の授業で使
AEDの使用方法や身近なものを使った応急手当の 用できるように、指導
講習、防災教育を学校・地域に出向いて行います。 要領付きの防災教育
プログラムを県内の
各学校に提供してい
ます。）

総務課組織振興係
〒640-8137
和歌山市吹上二丁目1番22号
TEL 073-422-7141

日本赤十字社和歌山県支部総
務課組織振興係

ア 出前授業・講演
ウ その他の支援
（LINEによる「ネットト
ラブル相談」）

事務局
〒646-0011
田辺市新庄町3353-9（BigU内）
TEL 0739-26-7100

情報セキュリティ研究所事務局

ア 出前授業・講演
〒640-1251
イ 見学受入・校外学 紀美野町国木原372
習支援
TEL 073-489-6500

27 特定非営利活動法人
情報セキュリティ研究所

④安全

子どもを守るポケット駐在所「サイバー探偵団本部」

地方自治体の情報セキュリティ対策や、地域の児
童生徒をネットワークトラブルから守る活動をしま
す。消防本部と連携して、災害対応のマルチコプ
ターの研究開発を行っています。また、地域の高齢
者の生活を支援したり鳥獣害から作物を守るなど、
ＩＣＴを活用して地域の住民の安全を守る活動をして
います。

28 和歌山県動物愛護センター

②自然・環境
⑦科学

動物とのふれあいをとおして学ぶ授業「わうくらす」

獣医師が小学校へ赴き、動物をとおして命につい
て学ぶ出前授業（和歌山市内を除く）を行います。
遠足等の受け入れも実施します。

29 Petit(e)smile（プティ・スマイル）

①食育

ア 出前授業・講演
果物で、自分が作り出す楽しさや食を通しての人と
〒646-0062
フルーツ王国和歌山の田辺から、食卓を笑顔あふれ
ウ その他の支援（フ
の喜びを共有する事ができるなど、果物の可能性
田辺市明洋2丁目6-2
る時間に。
ルーツカット方法の画
を伝え、食育の支援をします。
TEL 080-1413-8976
像提供）

30 株式会社
アドバンス・コミュニケーションズ

⑤金融・経済

小中学生や保護者向けにお金の大切さを学ぶ「金
くらしとお金のマネー講座（金銭教育）・ライフプランセ
銭教育」、高校生には将来のライフプランも兼ねて ア 出前授業・講演
ミナー。
奨学金等の講座を行います。

31 特定非営利活動法人
和歌山ﾚｽｷｭｰｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｲｸﾈｯﾄﾜｰｸ

⑩その他（防災教育）

災害等での救出救助活動方法。

学校・地域へ出向き、負傷者等を簡易タンカなどを
作って搬送する方法の指導やロープワークの指導 ア 出前授業・講演
を行う。また講演も可能。

天神崎の自然保全と環境教育の推進。

海岸林取得のため寄付金を募ったり、会の運営の ア 出前授業・講演
〒646-0050
ために会員への加入を募っています。また、清掃活 イ 見学受入・校外学 田辺市天神崎5番17号
動への協力を願っています。
習支援
TEL 0739-25-5353

公益財団法人 天神崎の自然
を大切にする会

記者が学校へ出向き、取材など紙面づくりの指導と
総務部
ア 出前授業・講演
実際に掲載する取組やNIE（教育に新聞を）活動の
〒646-0005
イ 見学受入・校外学
推進、学校や地域団体の会社見学、新聞を用いた
田辺市秋津町100
習支援
家庭学習のPRなど。
TEL 0739-22-7171

株式会社紀伊民報総務部

32 公益財団法人
天神崎の自然を大切にする会

②自然・環境

33 株式会社 紀伊民報

⑩その他（新聞（地域紙）） 新聞を用いた教育。

和歌山県動物愛護センター

フルーツカッティングの
Petit(e)smile

〒640-8158
和歌山市十二番丁60 ﾃﾞｭｵ丸の内3
階
TEL 073-435-3704

株式会社 アドバンス・コミュニ
ケーションズ

〒646-0001
田辺市上秋津4179
TEL 0739-35-0549

特定非営利活動法人 和歌山ﾚ
ｽｷｭｰｻﾎﾟｰﾄﾊﾞｲｸﾈｯﾄﾜｰｸ

関西で活躍する能楽師（太鼓方）が学校・地域へ出
向き、能楽とはどんな芸能か、どんな魅力があるか
を説明します。笛・鼓・太鼓に触れてもらい演奏法を ア 出前授業・講演
説明します。講師は金春流太鼓方、上田悟（重要無
形文化財総合指定保持者）

事務局
〒646-0035
田辺市中屋敷町50
TEL 090-1070-2449

34 青耀会 田辺支部

③文化（伝統・芸術等）

能楽を学び、お囃子（主に太鼓）を体験。

35 総合型地域スポーツクラブ
和歌山県協議会

⑨スポーツ

和歌山県体育協会
地域に根差した総合型クラブ。子どもから大人、高齢 さまざまな地域で、スポーツ活動、地域活動を行っ イ 見学受入・校外学 〒640-8262
者まで、身近にスポーツを楽しみましょう。
ています。
習支援
和歌山市湊通丁北1-2-1
TEL 073-441-3695

36 宮惣ケミカル株式会社

②自然・環境

ペットボトルのリサイクル。

37 みなべ川森林組合

②自然・環境
③文化（伝統・芸術等）

紀州備長炭窯で実際の製炭方法や、原木うばめが
〒645－0201
紀州備長炭の故郷みなべ町で、感動のほんまもん体
イ 見学受入・校外学
しを育成するための植樹・択抜体験等を体験を通じ
日高郡みなべ町清川1267番地
験が楽しめます。
習支援
学びます。
TEL 0739-76-2014

38 特定非営利活動法人
野菊の会

⑧医療・福祉
①食育

食事を正すことによって、発達障害や情緒不安定な
児童・生徒を改善します。

ペットボトルのリサイクルや地球温暖化についての
ア 出前授業・講演
話をします。

学校や地域に赴いて、正しい食事のあり方を講演
しています。特に、成長期における児童・生徒、そ
の保護者などに健康食について説明します。

ア 出前授業・講演

〒649－2105
上富田町朝来樫ノ木4051－47
TEL 0739－47－4618

〒640－8392
和歌山市中之島382番地－22
TEL 073-460-3805

青耀会 田辺支部

公益社団法人 和歌山県体育
協会

宮惣ケミカル株式会社

みなべ川森林組合

特定非営利活動法人 野菊の
会

