
 

 

 

 
    

田辺市教育委員会生涯学習課 http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/index.html 田辺市内各館の公民館だより http://www.city.tanabe.lg.jp/kouminkan/kanpou/index.html 

おばけカボチャランタンおばけカボチャランタンおばけカボチャランタンおばけカボチャランタン作作作作りをりをりをりを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました    

８月３０日（日）、おばけカボチャコンテストのカボチャを使い、ランタン作りを行いました。

子どもたちは選んだカボチャに思い思いの顔を描き入れて切り出し、おたま・スプーンを使って中

身をくり抜き、１４個の表情豊かなカボチャランタンが出来上がりました。 

作ったランタンは当日の夜から明かりを灯し、９月２日（水）の夜まで万呂コミュニティセン

ターを訪れる方々をお迎えしました。今年はカボチャの傷みが早く、短い展示期間でしたが、昨年

より多くの方々にご覧いただけたように思います。来館された方々からは「明るいときと暗いとき

と表情が変わっておもしろい」「明かりを入れたらこんなに綺麗になるんやね」といった声をいた

だきました。今年もおばけカボチャランタン作り、ランタン展示ともに大盛況に終わりました。 

おばけカボチャおばけカボチャおばけカボチャおばけカボチャ重量当重量当重量当重量当てクイズてクイズてクイズてクイズ結果発表結果発表結果発表結果発表    

    

 おばけカボチャコンテスト期間中に実施した重量当てクイズでは大人６７通、子ども４１通の投

票をいただきました。下記のとおり、今年もなかなかの接戦で、誤差±１kg以内に投票された方々

が２９名いらっしゃいました。惜しくも入賞を逃した方もそうでない方も、また来年チャレンジし

ていただければと思います。 

 入賞者の方々にはささやかですが、賞品をお送り

致します。お手元に届くまで少々お待ちください。 

    

秋秋秋秋のののの総合展示会総合展示会総合展示会総合展示会    

 

  

 

 今年も１０月２４日（土）、２５日（日）に「秋の総合展示会」を開催します。 

 万呂緑の会委員会の皆様による秋の山野草の展示をはじめ、各サークル、各学校生徒たちの作品

展示を予定しています。大勢の皆様のご来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

リユースリユースリユースリユース広場実施広場実施広場実施広場実施におけるにおけるにおけるにおける物品物品物品物品のののの募集募集募集募集    

 

□日  時：上記日時と同様 

□場  所：万呂コミュニティセンター 

□受付期間：平成２７年１０月９日（金）まで 

□搬入期間：平成２７年１０月１９日（月）～１０月２２日（木） 午前９時～午後５時 

□搬  入  先：万呂コミュニティセンター（搬入時は窓口の職員までお声掛けください。） 

□受付について 

 受付時と搬入時に確認させていただきますが、衛生上好ましくないものやその他不適切と判断さ

れるものについては受付できない場合もあります。 

□持ち込み条件 

 物品は破損や汚れのないもので物品の搬入は提供者様による持込みを原則と致します。 

 また、期間終了後に残った物品は持ち込まれた方に引き取っていただきます。 

【お問合せ】 

 万呂公民館（万呂コミュニティセンター内） 

 田辺市中万呂４６－３ （電話 ２５－１５５４ FAX ８１－３７４０） 

        日日日日    時時時時：：：：１０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））    １２１２１２１２時時時時～～～～１９１９１９１９時時時時    

                                    ２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））        ９９９９時時時時～～～～１５１５１５１５時時時時    

        場場場場    所所所所：：：：万呂万呂万呂万呂コミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンターコミュニティセンター    

出展作品の募集について出展作品の募集について出展作品の募集について出展作品の募集について    

    

 秋の総合展示会の開催に伴い、地域の皆様の作品を募集

しています。写真や絵画、手芸作品など日頃の趣味や習い

事で作った作品を出展してみませんか。 

 

【申込み】【申込み】【申込み】【申込み】    

 １０月１６日（金）までに万呂公民館へ 

 

【作品搬入】【作品搬入】【作品搬入】【作品搬入】    

 １０月２４日（土）９時～１２時まで 

カボチャランタンを作成している様子（左・中央写真）と出来上がったカボチャと集合写真（右写真） 

留学生のメラニーさんとイーデンさんも参加してくれました。（左写真） 

明かりを灯し、暗闇に表情が映えるカボチャランタン（きいちゃんランタンは主事が後日作りました。） 

発行発行発行発行：：：：田辺市万呂公民館田辺市万呂公民館田辺市万呂公民館田辺市万呂公民館    

館長館長館長館長：：：：和田 寿彦 和田 寿彦 和田 寿彦 和田 寿彦     

主事主事主事主事：：：：小出 明拓小出 明拓小出 明拓小出 明拓    

〒〒〒〒646646646646----0003000300030003        

田辺市中万呂田辺市中万呂田辺市中万呂田辺市中万呂46464646----3333    

TELTELTELTEL：：：：25252525----1554155415541554    

FAXFAXFAXFAX：：：：81818181----3740374037403740    

【大人の部：№１３ 重さ ２１.３kg】  

①【２１.５kg】山本 英津子 （  新 万  ） 

 【２１.５kg】仲川 令子  （  下万呂  ） 

③【２１.０kg】丸山 鈴子  （  新庄町  ） 

④【２１.７kg】ひらい キョン（  中万呂  ） 

⑤【２０.８kg】砂野 和子  （  中万呂  ） 

 【２０.８kg】梅本 和歌子 （上富田町朝来） 

【子どもの部：№１０ 重さ １２.０kg】 

①【１２.０kg】田上 結子 （東山二丁目） 

②【１２.１kg】笠松 みゆ （上富田町岡） 

③【１１.７kg】大西 うた （ 天神崎 ）   

④【１１.６kg】飯田 寿  （ 下万呂 ） 

⑤【１１.５kg】晄 真彩  （高雄二丁目） 

 【１２.５kg】鈴木 光瑠 （ 東 陽 ） 

 【１２.５kg】鳥山 明日香（ 南新万 ） 

⑥【１１.２kg】晄 眞空  （高雄二丁目）     

 【１２.８kg】栗山 いくと（ 秋津町 ） 



 

 

 

田辺市田辺市田辺市田辺市BBBB地区防災訓練地区防災訓練地区防災訓練地区防災訓練    実施実施実施実施    

 ９月６日（日）、田辺市防災訓練が実施されました。今年度の対象は

B地区３２自治会で、旧市内では三栖谷地域と秋津谷地域が対象でし

た。万呂町内では、防災行政無線による訓練開始の合図と同時に予め各

自治会で決めた避難場所へ避難、各避難場所では班長の方々が中心と

なって避難者数の集計を行いました。また、万呂消防団による町内の見

回りも行われました。 

 万呂コミュニティセンターも田辺市指定避難施設として訓練会場と

なっており、避難訓練の後、消火訓練を実施しました。まず、避難所開

設担当職員から防災行政無線の内容をメールにて配信するサービス「防

災・行政メール」、その内容を電話にて確認できるサービス「防災・行

政テレフォンガイド」等についての説明があり、その後、田辺市消防本

部の戎島さんに消火器の使い方についてご指導いただきました。実技訓

練では水消火器を使ってその手順を体験しました。 

 防災訓練にご参加・ご協力くださいました地域の皆様方、本当にあり

がとうございました。 

移動図書館「「「「べんけい号べんけい号べんけい号べんけい号」」」」 

 

【日 時】  

 １０月２日（金） 

 １１月４日（水） 

 15：05～15：45 

 

【場 所】 

 万呂コミュニティセンター 

明るい笑顔・まちいっぱい運動明るい笑顔・まちいっぱい運動明るい笑顔・まちいっぱい運動明るい笑顔・まちいっぱい運動    

 

【実施日時】  

 １０月１日（木） 

 １１月２日（月）  

 7：30～8：00 

 

【実施場所】  

 学校、自宅前、交差点 

         など 

【10月】土曜子ども教室【October】 

 プログラム：なわとび 

 日 時：１０月１７日（土） 

     １３：３０～１５：００ 

 場 所：万呂コミュニティセンター 大集会室 

 持ち物：校内履き、なわとびロープ、お茶等 

 問合せ：桑原久仁夫（090-6963-1802) 

      または万呂公民館(25-1554)まで 

万呂町内会万呂町内会万呂町内会万呂町内会・・・・万呂公民館共催社会見学万呂公民館共催社会見学万呂公民館共催社会見学万呂公民館共催社会見学    

    

    

    

    日日日日        時：時：時：時：平成２７年１２月６日（日）平成２７年１２月６日（日）平成２７年１２月６日（日）平成２７年１２月６日（日）    

    集合場所：万呂コミュニティセンター集合場所：万呂コミュニティセンター集合場所：万呂コミュニティセンター集合場所：万呂コミュニティセンター    

    集合時間：午前７時予定集合時間：午前７時予定集合時間：午前７時予定集合時間：午前７時予定    

    参参参参        加加加加        費：お一人様 １２費：お一人様 １２費：お一人様 １２費：お一人様 １２,,,,０００円程度０００円程度０００円程度０００円程度    

                        参加人数により若干の変動がございます。参加人数により若干の変動がございます。参加人数により若干の変動がございます。参加人数により若干の変動がございます。    

    定定定定        員：４９名（定員になり次第締切となります。）員：４９名（定員になり次第締切となります。）員：４９名（定員になり次第締切となります。）員：４９名（定員になり次第締切となります。）    

    そそそそ        のののの        他：申し込みが３５名に満たない場合は中止とさせていただきます。他：申し込みが３５名に満たない場合は中止とさせていただきます。他：申し込みが３５名に満たない場合は中止とさせていただきます。他：申し込みが３５名に満たない場合は中止とさせていただきます。    

    参加申込：１１月４日（水）午後５時までに万呂公民館（２５－１５５４）へ参加申込：１１月４日（水）午後５時までに万呂公民館（２５－１５５４）へ参加申込：１１月４日（水）午後５時までに万呂公民館（２５－１５５４）へ参加申込：１１月４日（水）午後５時までに万呂公民館（２５－１５５４）へ    

おはなしのじかん  

【日 時】  

 １０月２４日（土）  

 １４：００～１５：００ 

【場 所】  

 万呂コミュニティセンター 

【対 象】  

 幼児～小学校低学年向け 

 

【卓球・バスケットピンポン練習会】【卓球・バスケットピンポン練習会】【卓球・バスケットピンポン練習会】【卓球・バスケットピンポン練習会】    

日 時：平成2７年10月17日（土） 

    午後1時～午後6時 

場 所：万呂コミュニティセンター 大集会室 

「「「「京都京都京都京都：：：：紅葉紅葉紅葉紅葉とととと笑笑笑笑いをいをいをいを求求求求めてめてめてめて」」」」    

東寺東寺東寺東寺・よしもと・よしもと・よしもと・よしもと祇園花月祇園花月祇園花月祇園花月・・・・清水寺界隈散策清水寺界隈散策清水寺界隈散策清水寺界隈散策ほかほかほかほか    

                

 

 

詳細については 

【万呂町内会回覧万呂町内会回覧万呂町内会回覧万呂町内会回覧】 

  をご覧ください。 

    

第第第第８８８８回  会津回  会津回  会津回  会津さわやかコンサートさわやかコンサートさわやかコンサートさわやかコンサート    

 

【日 時】 

 平成27年11月8日（日） 午後開始 

 ※午前中は授業参観です。開始時刻は来月

号にて掲載します。 

【場 所】 

 会津小学校体育館 

【内 容】 

 会津小学校児童、地域の皆様による発表を

予定しています。 

高雄中学校吹奏楽部高雄中学校吹奏楽部高雄中学校吹奏楽部高雄中学校吹奏楽部    

第第第第20202020回回回回プロムナードコンサートプロムナードコンサートプロムナードコンサートプロムナードコンサート    

【日 時】 

平成27年10月12日（月・祝）午後２時開演 

【場 所】 

紀南文化会館 大ホール（入場無料） 

【曲 目】 

 フィルムノ中ノ英雄、春の道を歩こう、 

 J-POPベストヒッツメドレー 他  

【問合せ】 

 高雄中学校（TEL 22-5315）  

第第第第9999回万呂地域卓球大会回万呂地域卓球大会回万呂地域卓球大会回万呂地域卓球大会    

 

 

 

 

 

部 門：男女混合一般個人（中学生以上） 

資 格：万呂公民館区に在住の方   

申込み：10月13日（火）正午までに万呂公民 

    館（25-1554）へご連絡ください。 

第第第第１１１１回回回回バスピンレクバスピンレクバスピンレクバスピンレク大会大会大会大会    

 

 

 

 

 

部 門：ジュニア（小学生以下） 

資 格：万呂公民館区または 

    会津小学校区に在住の児童 

申込み：10月13日（火）正午までに万呂公民 

    館（25-1554）へご連絡ください。 

    

【バスケットピンポン事前練習会】【バスケットピンポン事前練習会】【バスケットピンポン事前練習会】【バスケットピンポン事前練習会】 

練習日：10月8日（木）、15日（木） 

    午後3時30分～午後5時 

場 所：万呂コミュニティセンター大集会室 

  日 時：平成２７年１０月１８日（日）午前８時３０分開会 

  場 所：万呂コミュニティセンター ３階 大集会室 

    

   持ち物：体育館シューズ（または上履き）、タオル、お茶等 

   備 考：どなたでも自由にご参加ください。ラケット等用具の貸出もあります。 

平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１０１０１０１０月月月月からマイナンバーからマイナンバーからマイナンバーからマイナンバー制度制度制度制度がががが始始始始まりますまりますまりますまります    

 

１０月から、各世帯に簡易書留郵便で、ご家族一人ひとりの12桁の個人番号が記載された「通

知カード」 が送られてきます。 

 平成２８年１月から、様々な手続で必要になりますので、捨てたり、失くしたりしないようご注

意ください。 

 

【お問合せ先】 

 マイナンバーコールセンター  

 0570（20）0178（全国共通ナビダイヤル） 

 

【市担当課】 

 田辺市役所情報政策課 (22)  9917（直通） 


