
令和３年９月 14 日 

 

報道関係各位 

 

田辺市企画広報課 

課長 竹本 昌人 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に係るイベント等の中止・延期について 

 

 

 国・県の動向を踏まえ、９月 12 日までとしていました市の主催するイベント等の開催

中止を、９月 30 日まで延長します。つきましては、別紙のとおり、イベント等の中止・

延期の一覧をまとめましたので、情報提供いたします。 

 

記 

 

中止する期間：９月 13 日～９月 30 日 

中止・延期するイベント等一覧：別紙をご参照ください 

その他：個別のイベント等に関するお問い合わせは担当課までお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■連絡先 

企画広報課 広聴広報係 

担当氏名 太田・池田 

電話番号 0739‐26‐9963 

内線 2157 



⽥辺市役所 ０７３９−２２−５３００（代表）
令和３年９⽉13⽇時点

イベント・会場名 開催予定⽇ 中⽌/延期 担当課

⽥辺市総合計画審議会第２回分科会 9⽉29⽇ 延期 企画広報課

秋の全国交通安全運動街頭啓発 9⽉21⽇ 中⽌ ⾃治振興課

⽥辺市男⼥共同参画懇話会 9⽉29⽇ 中⽌ 男⼥共同参画推進室

ニュースポーツ教室（古道ウォーク・囲碁ボール） 9⽉21⽇ 中⽌ スポーツ振興課

第17回市⺠スポレク祭卓球の部 9⽉26⽇ 延期 スポーツ振興課

弁慶市 9⽉19⽇ 中⽌ 商⼯振興課

フリーマーケット（新庄総合公園） 9⽉26⽇ 中⽌ 管理課

移動図書館巡回（秋津川⼩学校） 9⽉14⽇ 中⽌ 図書館

移動図書館巡回（上芳養⼩学校） 9⽉14⽇ 中⽌ 図書館

ひよこタイム・こぐまタイム（読み聞かせ会） 9⽉15⽇ 中⽌ 図書館

移動図書館巡回（本宮地域） 9⽉15⽇ 中⽌ 図書館

移動図書館巡回（中辺路２⼩学校） 9⽉15⽇ 中⽌ 図書館

移動図書館巡回（⻑野・三栖） 9⽉17⽇ 中⽌ 図書館

移動図書館巡回（稲成⼩学校） 9⽉17⽇ 中⽌ 図書館

おはなしタイム（読み聞かせ会） 9⽉18⽇ 中⽌ 図書館

シネマランド（DVD鑑賞会） 9⽉18⽇ 中⽌ 図書館

おはなし会（読み聞かせ会） 9⽉19⽇ 中⽌ 図書館

新型コロナウイルス感染予防の為に中⽌⼜は延期するイベント等（９⽉13⽇〜９⽉30⽇）
各イベント等に関するお問い合わせは、各担当課までお願いします。
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移動図書館巡回（明洋・あけぼの） 9⽉22⽇ 中⽌ 図書館

おはなしタイム（読み聞かせ会） 9⽉25⽇ 中⽌ 図書館

中辺路分室おはなしタイム（読み聞かせ会） 9⽉25⽇ 中⽌ 図書館

⼤塔分室おはなしタイム（読み聞かせ会） 9⽉25⽇ 中⽌ 図書館

おはなし会（読み聞かせ会） 9⽉26⽇ 中⽌ 図書館

移動図書館巡回（⿓神4⼩学校） 9⽉28⽇ 中⽌ 図書館

学舎融合夏季研修会 9⽉13⽇ 延期 ⽣涯学習課

学舎融合夏季研修会 9⽉16⽇ 延期 ⽣涯学習課

いけばな⼦ども教室 9⽉18⽇ 中⽌ ⽣涯学習課

吹奏楽祭 9⽉23⽇ 中⽌ ⽂化振興課

敬⽼の⽇特別開館（企画イベント） 9⽉20⽇ 中⽌ 南⽅熊楠顕彰館

⽥辺市⽼連さわやか健康体操教室 9⽉14⽇ 中⽌ やすらぎ対策課

⽥辺周辺５市町障害⽀援区分認定等審査会 9⽉14⽇ 中⽌ 障害福祉室

⽥辺周辺５市町障害⽀援区分認定等審査会 9⽉30⽇ 中⽌ 障害福祉室

つどいの広場 9⽉13⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

あずまや(サークル) 9⽉14⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

つどいの広場 9⽉15⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい
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キッズ広場 9⽉16⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

⻘空広場 9⽉17⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

0.1歳のつどいのお部屋 9⽉21⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

ほっとたいむ(サークル) 9⽉22⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

つどいの広場 9⽉22⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

⻘空広場 9⽉24⽇ 中⽌
⼦育て⽀援センター

愛あい

お話会 9⽉17⽇ 中⽌ 天神児童館

英語で遊ぼう 9⽉25⽇ 中⽌ 天神児童館

英語で遊ぼう 9⽉18⽇ 中⽌ 末広児童館

中学⽣クラブキャンプ
9⽉21⽇〜22

⽇
中⽌ 末広児童館

計算教室 9⽉28⽇ 中⽌ 末広児童館

国語教室 9⽉29⽇ 中⽌ 末広児童館

⼿話教室 9⽉15⽇ 中⽌ 南部センター

健康体操教室 9⽉16⽇ 中⽌ 南部センター

グラウンドゴルフ教室 9⽉21⽇ 中⽌ 南部センター

健康体操教室 9⽉30⽇ 中⽌ 南部センター

健康相談 9⽉13⽇ 中⽌ ⻄部センター
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グラウンドゴルフ教室 9⽉16⽇ 中⽌ ⻄部センター

⽣花教室 9⽉22⽇ 中⽌ ⻄部センター

編物教室 9⽉27⽇ 中⽌ ⻄部センター

秋の全国交通安全運動初⽇街頭啓発 9⽉21⽇ 中⽌ ⼤塔⾏政局

健康体操教室 9⽉17⽇ 中⽌ ⼤塔教育事務所

富⾥⼦ども硬筆教室 9⽉24⽇ 中⽌ ⼤塔教育事務所

読み聞かせ会 9⽉25⽇ 中⽌ ⼤塔教育事務所

グラウンドゴルフ教室 9⽉14⽇ 中⽌ 中辺路教育事務所

絵本の会（よみきかせ） 9⽉25⽇ 中⽌ 中辺路教育事務所

書道教室 9⽉17⽇ 中⽌ ⿓神教育事務所

ふれあいスクール 9⽉18⽇ 中⽌ ⿓神教育事務所

書道教室 9⽉24⽇ 中⽌ ⿓神教育事務所

ふれあいスクール 9⽉25⽇ 中⽌ ⿓神教育事務所
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