
　本市は、本年５月１日に合併から 10周年を迎えます。この節目となる機会を捉え、将来に
向かって更なる飛躍につながるよう合併 10周年記念事業を実施します。また、これらの各種
記念行事等を通じて、市民の皆さん一人ひとりにとっても、これまでの 10年を振り返り、将
来を考える機会になればと考えています。皆さんのご参加をお待ちしています。各イベントの
詳細については、その都度広報田辺やホームページでご案内します。
☆たなべ営業室　☎ 0739（33）7714　☆ http://www.city.tanabe.lg.jp/10th/

事業名 主な内容 問合せ先

【田辺・中辺路地域】
室井滋と長谷川義史のしげ
ちゃん～絵本＆トーク＆音
楽のファミリーコンサート～

◇ 5月 9日㊏　紀南文化会館「大ホール」
　 5 月 10 日㊐　中辺路中学校体育館
・絵本の読み聞かせ、LIVE 紙芝居、音楽

子育て推進課
☎ 0739-26-4904

【本宮地域】
たにけん（谷本賢一郎）
ファミリーコンサート
（17 ページ参照）

◇ 6月 14 日㊐　世界遺産 熊野本宮館
・NHK E テレ「フックブックロー」に平

ひらづみ

積傑
けっさく

作役
で出演中の谷本賢一郎によるコンサート

文化振興課
☎ 0739-26-9943

【大塔地域】
鈴木翼・ロケットくれよん
ファミリーコンサート
（17 ページ参照）

◇ 7 月 5 日㊐　大塔総合文化会館
・あそび歌やパネルシアターなど盛りだくさんの
楽しいステージ！

【龍神地域】
佐藤ひろみち＆たにぞう
ファミリーステージ
（17 ページ参照）

◇ 8月 23 日㊐　龍神市民センター
・スーパースターコンビひろみち＆たにぞうによ
るファミリーステージ

■ 5つの地域で実施するファミリーコンサート

事業名 主な内容 問合せ先

少年少女
バレーボール教室

◇ 5月 9日㊏　田辺スポーツパーク体育館
・前バレーボール全日本男子代表監督の植田辰哉
氏によるバレーボール教室

スポーツ振興課
☎ 0739-25-2531

名球会ベースボール
フェスティバル

◇ 6月 28 日㊐　田辺スポーツパーク野球場
・日本プロ野球名球会メンバーによる地元少年野
球チームへの野球教室等

日本サッカー名蹴会
サッカークリニック

◇ 9月頃（予定）
　田辺スポーツパーク陸上競技場
・日本サッカー名蹴会メンバーによるサッカー教室等

 大相撲秋場所巡業
「梅の郷場所」

◇ 10 月 19 日㊊

　田辺スポーツパーク体育館【有料】
・民間を主体とした実行委員会（事務局：商工会
議所）を組織
・記念行事として、力士による餅

もち

投げ等を実施

■田辺スポーツパーク完成を記念したスポーツイベント

事業名 主な内容 問合せ先

田辺市
合併 10 周年記念式典

◇ 5月 2日㊏ 10 時～ 12 時
　紀南文化会館「大ホール」
・「価値創造戦略ビジョン」（市の今後 10 年間の
方向性）の発表
・大阪交響楽団演奏による合併 10 周年記念曲の
発表、小学 4年生を中心とした市内小学生によ
る合唱「あすという日が」
・市政功労者・善行者の表彰
・平成 17 年 5 月 1 日生まれの児童による市民憲
章唱和、梅ジュースで乾杯等

秘書課
☎ 0739-26-9910
（一般参加できます。
詳しくはお問い合わ
せください。）

■合併 10周年記念式典

事業名 主な内容 問合せ先

田辺市合併10周年記念特別展
コレクションのあゆみⅠ・Ⅱ
（16 ページ参照）

◇ 1期目：4月 18 日㊏～ 6月 28 日㊐

　 2 期目：9月 19 日㊏～ 11 月 8 日㊐

・田辺市立美術館と熊野古道なかへち美術館の両
館がこれまでに収集してきた作品を主に、春と
秋の２部に分けて開催する展覧会

田辺市立美術館
☎ 0739-24-3770
熊野古道なかへち
美術館
☎ 0739-65-0390

大阪交響楽団
オーケストラ・ファミリー  
コンサート（裏表紙参照）

◇ 5月 2日㊏ 13 時 30 分開演
紀南文化会館「大ホール」【有料】
・「アナと雪の女王」など誰もが楽しめる曲目
・八木澤教司氏作曲の合併 10 周年記念曲を演奏、
小学 4年生を中心とした市内小学生による合唱
「あすという日が」  

文化振興課
☎ 0739-26-9943

NHK 公開録画
「新・BS日本のうた」

◇ 6月 25 日㊍　紀南文化会館「大ホール」
・時代を超えて愛されている日本の名曲の数々を
ゲスト歌手の競演でお届けする公開音楽番組

宝くじ文化講演
DRUM TAO（ドラム タオ）
百
ひゃっかりょうらん

花繚乱 日本ドラム絵巻
（17 ページ参照）

◇ 7月 7日㊋　紀南文化会館「大ホール」【有料】
・世界で 650 万人を動員した和太鼓の演奏等

大蔵流茂山家狂言会
（17 ページ参照）

◇ 7月 12 日㊐　紀南文化会館「大ホール」【有料】
・演目　「蝸

かぎゅう

牛」「清
し み ず

水」「千
ち ぎ り ぎ

切木」

ファンタスティックドリーム
モンゴル・ウランバートル
サーカス団公演（17ページ参照）

◇ 8月 7日㊎　紀南文化会館「大ホール」【有料】
・鍛えられた肉体を生かした世界で絶賛される超
絶のアクロバットの数々

世界遺産熊野本宮館
イベント事業

◇ 9月 13 日㊐　紀南文化会館
・熊野本宮館名誉館長 荒俣宏氏による講演会
◇平成 28 年 3 月頃　熊野古道
・熊野古道ウォーキングイベント

世界遺産 熊野本宮館
☎ 0735-42-0751

■文化振興事業

事業名 主な内容 問合せ先

たなべ未来レター

◇受付期間　5月 1日㊎～ 8月 31 日㊊（予定）
・10 年後の自分や家族、知人などに宛てたメッ
セージを書いていただき、市役所で保管。10 年
後に郵送

たなべ営業室
☎ 0739-33-7714ラッピングバス

◇実施期間　8月～平成 28 年 3 月（予定）
・田辺市合併 10 周年を市民の皆さんとお祝いす
るため、路線バスや公用車にデザインを施す

啓発事業
・市有施設での横断幕・のぼり設置
（本庁舎・市民総合センター・各行政局他）
・各種記念事業開催時にのぼりを貸与

■啓発・機運醸成事業

■合併 10周年記念連携（冠）事業
ホームページをご覧いただくか、たなべ営業室までお問い合わせください。

祝 田辺市合併 10周年 イベント情報


