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      ２０２２年６月９日 

南海電気鉄道株式会社 

 

 
親子で楽しめる体験イベントを集結させ、沿線自治体等と協働して夏季期間に展開！ 

「『親子でわくわく体験！南海沿線』～やってみたい！を育てよう～」開催 
～子育て世代向けホームページ「なんかいくらし」を開設、体験イベント申込み受付～ 

 

南海電気鉄道株式会社（社長：遠北 光彦、以下「南海電鉄」）では、子育て世代をターゲットにした沿線価値

向上施策「家族にえがお＋１プロジェクト～“あったらいいな”がある沿線～」に取り組んでいます。 

このたび、「『親子でわくわく体験！南海沿線』～やってみたい！を育てよう～」と銘打ち、夏季期間（２０２２

年７月２日（土）～８月２８日（日））に、沿線自治体や企業、団体、学校主催のワークショップや工場見学、南海

電鉄主催の車庫見学会など、計２９の体験イベントを実施します。 

本企画は、「南海沿線全体で子どもの“好奇心の

芽”を育む幅広い機会を提供し、子育てするのが楽

しいまちづくりを共創する」をテーマとし、実施にあ

たり、沿線自治体や企業、学校等へ参画を募りまし

た。その結果、５市、１７社、２団体、１校から賛同を

得て、それぞれが主体となった各種イベントを実施

します。 

また、本イベント内の体験に１つでも参加してい

ただいた方には、南海電鉄が主催し、８月２７日、２

８日に難波駅２階中央改札口前イベントスペースで

開催する「親子でわくわく体験！南海沿線“ミニ縁

日”」内の「制帽着用でのラピートとの記念撮影」や

「わなげ」等で遊んでいただけます。 

 

 また、南海沿線での子育て情報を紹介するホームページ「なんかいくらし」を開設します。本ホームページで

は、子育て世代が楽しめる南海沿線のイベント情報やエリア情報をはじめ、南海沿線でくらす魅力をＳＮＳ等で

発信する「地域発見クリエイター」の記事等を掲載します。 

南海電鉄では、沿線にお住まいの子育て世代はもちろん、沿線外にお住まいの子育て世代にも、南海沿線

に対して、愛着、親しみ、面白さを感じてもらうことで、将来的な定住へつなげていくべく、今後も様々な取組み

を展開してまいります。 

詳細は別紙のとおりです。 
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別 紙 

１．「親子でわくわく体験！南海沿線」～やってみたい！を育てよう～について 

（１）期間  ２０２２年７月２日（土）～８月２８日（日） 

        ※２０２２年６月９日（木）１４：００～申込受付開始（一部募集開始日が異なります。） 
 

（２）内容  南海電鉄が「南海沿線全体で子どもの“好奇心の芽”を育む幅広い機会を提供し、子育てするのが

楽しいまちづくりを共創する」というテーマで、沿線自治体、企業、学校等と連携し、それぞれが主

体となった計２９個の「親子で楽しめる体験イベント」を展開します。 

※内容により実施主体が異なります。イベントの詳細（時期、場所、内容）は別紙をご参照ください。 
 

（３）申込  申し込み方法は、各イベントによって異なります。 

詳細は、子育て世代向けホームページ「なんかいくらし」をご覧ください。 

 URL：http://kosodate.nankai-ensenkachi.com/event/w-2022summer 
 

（４）後援  大阪狭山市、貝塚市、堺市、高石市、富田林市、カゴメ株式会社 
 

（５）その他 ・新型コロナウイルス感染症の拡大状況や天候等の理由により、日時・内容等の変更や中止となる 

場合があります。 

・ご参加の際は、検温・アルコール消毒・マスク着用等の感染防止対策にご協力をお願いいたします。 
 

２．子育て世代向けホームページ「なんかいくらし」について 

「なんかいくらし」は、南海沿線でくらす魅力を、お客さまとの共創で掘り起こして発信し、沿線外にお住まい

の方には移住先の候補にしていただいたり、既にお住まいの方には住み続けていただいたりすることを目的と

したホームページです。お客さまの目線で”実感としての南

海沿線でくらす魅力”をお伝えすべく、実際の声やご意見を

大切にし、お客さまとともに内容や媒体を考えて発信してい

きたいと思い、本ホームページを開設します。 

生活するうえで欲しい、あったら嬉しい情報や、沿線のまだ

広く知られていない魅力を発信していきます。 
 

（１）公開日 ２０２２年６月９日（木） 
 

（２）ＵＲＬ  https://kosodate.nankai-ensenkachi.com/ 
 

（３）内容  ・南海沿線の子育て世帯へ向けたイベント情報等 

・南海沿線で子育て世帯にお勧めのスポット情報等（順次掲載予定） 

・「地域発見クリエイター」からの発信情報等(６月下旬以降掲載予定) 
 

（４）参考  「地域発見クリエイター」について 

「地域発見クリエイター」とは、「南海沿線地域が好きで、沿線の魅力を自身のＳＮＳ等で発信する方」のこと

です。５月１３日から募集しています（クリエイターへの登録には、面接の通過が必要であり、最終１５名程度を

想定しています）。採用された方と当社で「地域発見クリエイターズ課」というチームを組み、一緒に当社沿線の

魅力を発信する企画作りから開始して、ＳＮＳを中心にその内容を発信していきます。発信は６月下旬から開始

予定です。クリエイターには月４回以上ＳＮＳ投稿をしていただくほか当社からの情報発信に関する仕事を委託

します。報酬は別途お支払いします。 

詳しくは、ホームページ(URL：https://kosodate.nankai-ensenkachi.com/entry/)をご確認ください。 

「なんかいくらし」トップページ(イメージ) 

以上 

http://kosodate.nankai-ensenkachi.com/event/w-2022summer
https://kosodate.nankai-ensenkachi.com/
https://kosodate.nankai-ensenkachi.com/entry/
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別 紙   「『親子でわくわく体験！南海沿線』～やってみたい！を育てよう～」イベント詳細 

 

 

イベント名 開催日 開催場所 内容 主催 

極楽橋駅を「願い事の

短冊」で装飾しよう！ 

【高野山駅長 1 日体

験】ができるチャンス

も！※抽選制 

①短冊記入 

6/10～7/31 

風鈴装飾 

6/22～8/17 

②高野山駅長

1日体験 

8/27、8/28 

 

①難波駅、堺駅、泉佐

野駅、加太駅、堺東

駅、河内長野駅、極楽

橋駅、高野山駅 

②高野山駅 

①極楽橋駅の風鈴に

つける短冊の記入 

②別途応募用紙を記

入された方の中から

抽選で高野山駅長 1

日体験をプレゼント！ 

南海電鉄 

“雪の妖精”収穫体験 7/2 きはらのたんぼ（貝塚

市） 

・白いとうもろこしの

収穫体験 

南海電鉄 

夏だ！！海だ！！ビー

チで遊ぼう！！ 

7/3 二色の浜公園（貝塚

市） 

・オリンピアンとライフ

セーバーによる、ビー

チフラッグ、水風船と

ばし、アクアスロン、

ビーチクリーン 

びーち DE す

ぽーつ実行

委員会 

とうもろこしの収穫体験 7/16、7/17 泉州アグリ農園（泉佐

野市） 

・とうもろこしの収穫

体験、食べ比べ 

南海電鉄 

㈱泉州アグリ 

貝塚ドローンフィールド

でドローン体験 

7/16、7/17 貝塚市立ドローン・クリ

ケットフィールド（貝塚

市） 

・ドローンの操縦 

・ドローンレーサーに

よる FPV飛行の体験 

貝塚市・ 

泉州テレワー

ク推進協議

会 

バイクのハンドルって

どうやって作られてい

るの？工場見学で覗い

てみよう☆ 

7/26 ㈱小泉製作所（堺市） ・パイプ曲げ、溶接な

どの工場見学 

・バイクのハンドルを

曲げる体験 

㈱小泉製作

所 

和カフェの店員さんに

なっておいしいお茶で

おもてなし体験しよう！ 

7/26 茶寮つぼ市製茶本舗 

堺本館（堺市） 

・抹茶を立てる体験 

・呈茶体験 

㈱つぼ市製

茶本舗 

堺打刃物の切れ味の

秘密を知ろう 

7/26 ㈱馬場刃物製作所（堺

市） 

・刃物の「研ぎ」見学 ㈱馬場刃物

製作所 

堺打ち刃物研ぎ見学

会 

7/26 さくら商店㈱（堺市） ・刃物の「研ぎ」見学 さくら商店㈱ 

ダンボールでサバイバ

ルグッズを企画・プレゼ

ンしてみよう！ 

7/26 、 7/28 、

8/2、8/9 の全

4日  

日本紙工㈱（貝塚市） 

ポートフォリオ（貝塚

市） 

擬似ビジネス体験を

通して、自己の将来

形成を目指し、知的

好奇心、試行錯誤

力、生きる力を育み

ます。 

南海電鉄 

令和４年度夏休みこど

も歴史塾 ※抽選制 

7/28、7/29 大阪府立狭山池博物

館（大阪狭山市） 

・日本の歴史の説明 

・歴史や文化財をテ

ーマとした工作体験 

大阪狭山市

教育委員会 

南海電鉄 千代田工場

見学会 

7/28、8/23 南海電鉄・ 

千代田工場（河内長野

市） 

・車両吊り下げ実演

他 

南海電鉄 

親子で学ぶ！白糸結

びこんにゃく体験 結び

放題！詰め放題！ 

7/29、8/19 中尾食品工業㈱（堺

市） 

・しらたきの手結び体

験 

中尾食品工

業㈱ 
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臨場感あふれる製造

現場でプラスチック商

品が出来るまでを体験

しよう！ 

7/29、8/19 ㈱河辺商会（堺市） ・プラスチック商品の

工場見学 

・ワークショップ 

㈱河辺商会 

みんなでわくわく絞り染

め体験 自分だけのオ

リジナル手ぬぐいをつく

ってみよう！ 

7/29、8/19 角野晒染 2 階工房（堺

市） 

・工場見学 

・「手ぬぐい」の絞り染

め体験 

角野晒染㈱ 

自分色の注染オリジナ

ルハンカチを作ろう！ 

7/29、8/19 ㈱ナカニ（堺市） ・自分色のオリジナル

ハンカチ作り体験 

㈱ナカニ 

和晒と注染って知って

る？堺の伝統産業を体

験しよう！ 

7/29、8/19 ㈱西川由染晒工場（堺

市） 

・和晒と注染の見学 

・オリジナルの手ぬぐ

い作り体験 

㈱西川由染

晒工場 

親子でマイ包丁づくり 7/31 堺伝統産業会館（堺

市） 

・包丁づくりの最後の

研ぎと銘切り（名入

れ）体験 

堺伝統産業

会館 

ホールの裏はどうなっ

てるの？「アプラホール

のバックステージ探検

ツアー」 

7/31 アプラたかいし・アプラ

ホール（高石市） 

・ホールのバックステ

ージ探検ツアー 

・照明・音響機材操作

体験 

アプラたかい

し 

自分の写真入りのオリ

ジナルトートバッグを作

ろう！ 

8/4 堺伝統産業会館（堺

市） 

・写真を印刷したオリ

ジナルトートバッグの

制作 

㈱マツダスク

リーン 

富田林の古墳を知り、

オリジナルのまが玉を

作ろう！ 

8/6、8/13 エコール・ロゼ 4階 と

んかつランド（富田林

市） 

・オリジナルまが玉制

作体験 

・古墳の一覧表・写真

展示 

・富田林市の特産品

販売会 

富田林市・観

光交流施設

きらめきファ

クトリー 

みんなで楽しく、おいし

く！お豆腐を作ってみ

ませんか？ 

8/7 ㈱高丸食品 本社工場

（堺市） 

・お豆腐づくり体験 ㈱高丸食品 

ダン虫ボール採集第 1

弾 ダンボールで１０倍

サイズのセミを作ろう 

8/11 ポートフォリオ（貝塚

市） 

・ダンボールで実物

の 10 倍サイズのセミ

を制作 

日本紙工㈱ 

夏を楽しもう！「アプラ

でボーネルンドの世界

のあそび体験フェア」 

8/15、8/16 アプラたかいし・アプラ

大ホール（高石市） 

・ボーネルンドの大型

遊具や玩具の体験 

アプラたかい

し 

親子でソトメシワークシ

ョップ ※抽選制 

8/21 大 蓮 公 園 内 施 設 

Design Ohasu Days（堺

市） 

・キャンプ用品ブラン

ド DOD のキャンプグ

ッズを使ったアウトド

アクッキング教室 

・レシピは大阪調理

製菓専門学校の学生

が考案（学内コンテス

ト優勝レシピ） 

(学)村川学園

大阪調理製

菓専門学校 

㈱大倉 

ビーズ㈱ 

住ノ江車庫見学会 8/20 住ノ江車庫（大阪市） ・ラピートの運転士、

車掌気分を体験 

・クイズ大会 

南海電鉄 

お茶碗づくりとお点前

体験 

7/31 、 8/11 、

8/21 全 3日 

さかい利晶の杜（堺市） ・お茶碗の成形、絵

付け、お点前体験 

さかい利晶の

杜 
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駅 de 野菜をとろう！～

夏の野菜フェスティバ

ル～ 

8/27、8/28 難波駅2階中央改札口

前イベントスペース（大

阪市） 

・ベジチェック®を使っ

た推定野菜摂取量の

チェック体験 

・野菜の重さ当てゲー

ム 

 

カゴメ㈱ 

南海電鉄 

ミニ縁日 8/27、8/28 難波駅2階中央改札口

前イベントスペース（大

阪市） 

・わなげ 

・千本引き 

⇒景品としてカゴメ野

菜飲料や南海電鉄グ

ッズをプレゼント 

・ラピートとの記念撮

影 

南海電鉄 

 

以上 


