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上 秋 津 公 民 館 報

④ 当日句会 （出句）一般の部 １人３句

平成２７年

（受付：正午から午後１時）

５月号
（表彰）秋津川振興会長賞・秋津川町内会長賞
お問合せ
■ TEL 35 - 1022

■ 館長 ： 芝 光治

主事 ： 藤田 祐輔

秋津川公民館（電話 ３５－１０２２）※上秋津公民館内

■ FAX 35 – 0569

■ E-mail kamiakizu.ko@city.tanabe.lg.jp

いきいき健康増進
第1９回 山の唄 炭やきむら 俳句大会開催
秋津川振興会・秋津川公民館では、山村の豊かな自然と歴史文化を再認識するため、本年も俳句大会
を開催します。多くの皆さんからのご投句と大会へのご参加をお待ちしております。
また、小・中学生の部も開催しますので、児童・生徒の皆さんもぜひご参加ください。

後

援 田辺市・田辺市教育委員会・紀伊民報社・田辺市俳句連盟

出

句 （１）兼題
兼題

炭及び山村風物と山村生活に関するもの

５月の予定

秋津野塾では毎月 2 回、健康相談や健康体操、レクリェーションを行っています。５月の予定は次
のとおりです。気軽にご参加下さい。※ 集合場所は上秋津農村センター

１４日（
１４日（木
日（木 ） 午前 １1: 30 ～ 散策
２８日（木）
２８日（木） 午後 １: 30 ～ グラウンドゴルフ

園児と「絵本タイム」を過ごしませんか
上秋津幼稚園では、本年度も地域の皆様と子ども達とを結ぶ「絵本タイム」を予定しています。
地域の皆様にも気軽にご参加いただき、
「絵本」を通して子どもとのふれあいを楽しんでいただければ
と考えています。ご参加いただける方は、上秋津公民館（電話３５－１０２２）までお申込み下さい。
日 程： 平成２７
場 所：上秋津幼稚園
平成２７年５月１１
年５月１１日（月）午後１時から

（２）一般の部：未発表のもの５句１組（１人３組まで）
小・中学生の部：３句１組（１人２組まで）

紀の国わかやま国体・大会
紀の国わかやま国体・大会 田辺市合併１０周年記念
「田辺湾クリーン作戦！」
～国体・大会をゴミ一つない和歌山で！～

（３）整理料１組につき1,000円。出句の際に大会事務局
へ納めてください。（※郵送で出句の際は郵便小為
替を同封のこと）但し、小・中学生は無料。
（４）作品は、200字詰め原稿用紙など（小・中学生は所
定の用紙）に黒色ペンまたはボールペンで丁寧に書き、各句はマスをあけずに上部か

紀の国わかやま国体・大会や田辺市合併１０周年を迎えて田辺市に多くの方が来られます。おもてなしの意
味も込めまして、クリーン作戦を次の日程で実施します。
田辺湾クリーン作戦は清掃活動等を通じて、皆さんの海岸漂着物等の問題に対して理解を深めること、また
自然環境の保全や環境美化に関する意識を高めることも目的としています。皆さんのご参加よろしくお願いし

ら連続して書くこと。なお、まえがき及び読みがなはつけない。
ます。

（５）出句用紙には、作品のほか、住所、氏名（俳号のあ
る方は俳号も）、電話番号を明記すること｡
■日

時

５月３０日（土）午後１時３０分～ （１時間程度）

（小･中学生は、学校名･学年を明記）
※小雨決行。荒天の場合は翌３１日（日）に延期。

出句期間

平成２７年５月１日（金）から
平成２７年５月１日（金）から ５月２９日（金）まで
５月２９日（金）まで
■清掃場所

元島・天神崎地区、跡ノ浦地区、鳥の巣地区、

小中学生の部は、５月１日（金）から５月２７日（水）必着のこと
会津川河口地区、扇ヶ浜地区（計５地区）

出 句 先

〒646646-0001

田辺市上秋津2083
田辺市上秋津20832083-1

■注意事項

秋津川
秋津川公民館 俳句大会 係
賞

・自動車での参加は控えてください。
・ごみ袋、軍手は当日お配りします。
・ごみは４分別での回収をお願いします。

一般作品

（燃えるごみ、資源ごみ、プラスチックごみ、埋立ごみ）

田辺市長賞 １点（公園内に句碑として建立する。）
・ごみは燃やさないでください。

秋津川振興会長賞・秋津川公民館長賞・紀伊民報社賞
・暑い中での清掃作業になりますので、無理はせず、

田辺市俳句連盟賞・選者特選賞
熱中症等に気をつけてください。

小・中学生の部
■お問合せ

環境課 環境対策係（

0739-26-9927）

教育委員会賞・秋津川振興会長賞・秋津川公民館長賞
大

会

① 日

程 平成2７年7月２０日（月・祝）午後１時

② 会

場

田辺市紀州備長炭記念公園

③ 内

容

募集句の入賞発表・表彰及び当日句会

5 月 ７日（木）

※正午までに
正午までに紙
までに紙ヒモでくくって上秋津
ヒモでくくって上秋津

5 月２１日
２１日（木）

農村センター
農村センター前
センター前へ出してください。
してください。
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上秋津幼稚園からのお知らせ

上
入園始業式から１カ月半がたち、新入児も少しずつ園生活のリズムにも慣れてきました。子どもた
ちの表情にも余裕が出てきて、草花摘みをしたり、砂場に大きな山を作ったり遊具に挑戦したりと、
元気な笑顔を見せてくれるようになりました。今年度も、保護者の皆様や地域の皆様方にはお力添え
をいただき、子ども達の成長を温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。
【子育て支援事業年間予定
子育て支援事業年間予定】
子育て支援事業年間予定

＊＊

秋 津 中

5 月の主な行事

＊＊

H27,4,24

（都合により変更する場合があります）

５月 １日（金） PTA 委員総会
５月 ２日（土）

上秋津幼稚園では、月１回未就園児を招待して子育て支援事業を行っています。遊びの時間は 1 時
間程度です。満 3 歳以上のお子さんと保護者の方で、参加ご希望の方は、５月２９日（金）までにお
申し込みください。
園児との交流活動を中心に進めていきます。登録制にさせていただきますので年間を通じてご参加
ください。今年１年間の計画は次の通りです。

学 校 よりの お知らせ

春季大会（陸上部）

田辺市合併１０周年記念式典

５月 ３日（日） 憲法記念日

１日目は白浜空港から出発し、第５福竜丸を見学、

５月 ４日（月） みどりの日

ディズーニーランドへ。２日目はスカイツリー、上

５月 ５日（火） こどもの日

野、浅草、劇団四季。３日目は国会見学、お台場

５月 ６日（水） 振替休日

６時前に白浜空港帰着の計画です。

５月１１日～２０日 春の交通安全運動

※天候や行事の都合で変更になる場合もあります。
〔上秋津幼稚園 ℡３５－０３３０〕

５月１３日（水） ３年：修学旅行

２年：職場体験学習

５月１４日（木） ３年：修学旅行

２年：職場体験学習

５月１５日（金） ３年：修学旅行

２年：職場体験学習

市内１６事業所に数名のグループに分か
れ、職場体験をします。働く意義や厳し
さ、喜びを考えさせます。

月日

時間

内

容
５月１８日（月） スクールカウンセラー来校日

６/１１（木）

10:00～

シャボン玉遊び

７/９（木）

10:00～

製作遊び

9/１０（木）

10:00＾

運動遊び

10/１１(日)

9:30～

幼稚園運動会

11/1１（水）

10:00～

お話しの会

12/18（金）

10:00～

クリスマス会

３/３（木）

10:00～

製作遊び、ひな祭り会

５月１９、２０日 検尿
５月２１，２２日 ALT（ソフィア カートリ）

本年度よりスクールカウンセラーが年間

５月２２日（金） PTA ソフトバレー

１７回の予定で配置されました。生徒の

５月２５日（月） 中間テスト

悩み事の相談に当たってくれます。

５月２６日（火） 中間テスト ３年生あきつの訪問

上秋津少年野球クラブ

県大会出場！

先月、第２３回中田食品旗争奪学童軟式野球大会兼第３５回全日本学童軟式野球大会の田辺西牟婁
支部予選があり、上秋津少年野球クラブが見事準優勝して、５月１６、１７日に有田郡で行われる県
大会に出場することが決まりました。この県大会で優勝したチームは県代表として８月の全国大会に
大会に出場することが決まりました。この県大会で優
勝したチームは県代表として８月の全国大会に
出場します。
こども達もこの県大会での勝利を目指し、一生懸命練習に取
り組み頑張っていますので地域の皆様方のあたたかいご声援の
程よろしくお願いいたします。
尚、少年野球への入部も随時受け付けておりますので（２年
生以上）、興味のある方はお気軽にお問い合せください。体験野
球もしています。
上秋津少年野球クラブ保護者会

