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えびね・えびね・えびね・えびね・山野草展示会山野草展示会山野草展示会山野草展示会    開催開催開催開催    

毎年４月の恒例行事「えびね・山野草展示会」を今年も下記日程にて開催致します。 

万呂緑の会委員会の会員が手塩にかけて育てた色鮮やかな草花をお楽しみください。 

※写真は昨年度のものになります。 

万呂公民館万呂公民館万呂公民館万呂公民館ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ番号変更番号変更番号変更番号変更のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 万呂公民館では、これまで電話回線（℡２５－１５５４）を固定電話とFAXで共用しておりまし

たが、平成２７年４月から新たにFAX専用回線（℡８１－３７４０）が設けられることになりまし

た。これまでは不在時にFAXが受信できず、利用者の皆様にご不便をおかけしておりましたが、今

後は自動でFAXを受信できるようになります。なお、このことに伴い、（℡２５－１５５４）を電

話専用回線とさせていただきますのでよろしくお願い致します。 

また、東部・中部・ひがし公民館においてもFAX専用回線が新たに設けられておりますので御用

の際はご利用ください。各館の電話・FAX番号は下記のとおりです。 

投票田辺市選挙管理委員会・田辺市明るい選挙推進協議会 

 

４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））はははは和歌山県議会議員一般選挙和歌山県議会議員一般選挙和歌山県議会議員一般選挙和歌山県議会議員一般選挙のののの投票日投票日投票日投票日    

 

 任期満了に伴う和歌山県議会議員一般選挙は４月３日（金）に告示、４月１２日（日）に投票が行わ

れます。私たちの声を県政に反映させる代表者を選ぶ大切な選挙です。棄権したり無効票を投じることな

く、有意義な一票を投じましょう。 

 

●期日前投票 

選挙期日に投票できない見込みの人は、期日前投票制度等をご利用ください。投票所入場券をお持ちく

ださい。（無くても選挙人名簿に登録されていれば投票できます。） 

∘期 間 ４月４日（土）４月４日（土）４月４日（土）４月４日（土）から４月１１日（土）までの８日間 

∘時 間 毎日午前８時30分～午後８時 

∘場 所 市役所本庁、各行政局（龍神、中辺路、大塔、本宮） 

 

【【【【投票所変更のお知らせ投票所変更のお知らせ投票所変更のお知らせ投票所変更のお知らせ】】】】    

 平成２７年４月１２日に執行予定の和歌山県議会議員一般選挙から秋津町及び下万呂（目座・片山）

に住民票を有する有権者の皆様の投票所が、「会津保育所保育室」から「会津小学校玄関ホール」（下

万呂59番地の1）へ変更されます。お間違えのないようお願いいたします。 

 駐車場所は、新校舎横の駐車場をご利用ください。 

 お問い合わせは、田辺市選挙管理委員会まで（直通℡２６－９９４５ 市役所代表℡２２－５３００） 

『『『『万呂緑万呂緑万呂緑万呂緑のののの会会会会』』』』会員募集会員募集会員募集会員募集    

 緑の会は草花を趣味とする方々の集まりで、草花を通じて会員

同士はもちろん、町内外の方々とも交流を深めています。 

 えびねや山野草の栽培、盆栽等のご趣味をお持ちの方は、気軽

に緑の会へご参加ください。 

 また、ご興味をお持ちになられた方はぜひ上記展示会へお越し

いただき、その様子をご覧ください。 

 お問合せ、加入のご連絡は万呂公民館（２５－１５５４）まで 

【FAX番号新設の公民館】 

東部公民館（東陽中学校併設）   電話：２５－０３６０ ＦＡＸ：３４－２５８５ 

中部公民館（田辺第一小学校併設） 電話：２２－０００９ ＦＡＸ：３４－２９１４ 

ひがし公民館（ひがしｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ） 電話：２２－２０８８ ＦＡＸ：８１－３３０１ 

万呂公民館（万呂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）   電話：２５－１５５４ ＦＡＸ：８１－３７４０ 
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 日 時：平成２７年４月２５日（土） 午前１０時～午後７時 

     平成２７年４月２６日（日） 午前 ９時～午後４時 

 場 所：万呂コミュニティセンター １階 



 

 

 

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】  

  ４月３日（金） 

  ５月１日（金） 

 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】  

  ４月１０日（金） 

  ５月 １日（金）  

 7：30～8：00 

 

【実施場所】  

 学校、自宅前、交差点 

         など 

【４月】土曜子ども教室【April】 

 プログラム：なわとび 

 日 時：１１日（土）１８日（土）２５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 

第第第第３９３９３９３９回市民体育祭回市民体育祭回市民体育祭回市民体育祭    

    

 主 旨：スポーツに親しみ、心身ともに健康で、希望にみちた楽しいまちづくりをめざして、 

     広く市内各地域から市民の参加を求め、本大会を開催する。 

 問合せ：市民体育祭・市民スポーツレクリエーション祭実行委員会事務局 

     〒646-0061 田辺市上の山一丁目23番1-1号 田辺スポーツパーク内 

     田辺市スポーツ振興課 電話：0739-25-2531 FAX：0739-25-0387 

おはなしのじかん  

【日 時】  

 ４月２５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 

グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ大会大会大会大会    

    

 ３月８日（日）、衣笠中学校グラウンドにて万呂町民グラウンドゴルフ大会を実施しました。な

かなか天気に恵まれず、３月１日（日）実施予定が雨天により延期、当日は快晴であったものの前

日に降った雨が残り、水たまりが点在する状況での大会実施となりました。その為、ご参加いただ

きました皆様には開始前のグラウンド整備やコース設営等、様々な場面でご協力いただきました。

本当にありがとうございます。 

 今回は参加人数が６チーム（２５名）と少なかったため、いつもの２倍のホール数となる３２ホ 

ールをまわり、個人記録で順位を争いました。グラウンド状態が悪く、打数が多くなったようでし

たが、合計８本のホールインワンが出ました。１位から５位までの結果は下記のとおりです。 

 ご参加・ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 

 

      氏  名       合 計    １打の数    ２打の数 

 １ 位：小山 孝枝さん     ７８点      １回     １７回 

 ２ 位：玉置 寛さん      ８４点      １回     １１回 

 ３ 位：熊代 憲隆さん     ８４点      １回     １０回 

 ４ 位：初山 茂さん      ８４点      １回      ９回 

 ５ 位：小原 孝信さん     ８６点      ０回     １３回  

万呂公民館大会万呂公民館大会万呂公民館大会万呂公民館大会    

 ３月１５日（日）、万呂コミュニティセンターにて万呂公民館大会を開催しました。公民館大会

の講師として和歌山大学地域連携・生涯学習センターの西川一弘先生にお越しいただき、公民館に

求められている現代的な役割や公民館でできること、なぜこういった場が必要なのか等について時

事ネタや田辺の事例を踏まえながらご講演いただきました。 

 講演の後、グループに分かれて万呂地域の課題や将来像について話し合い、よりよい万呂地域に

するためにできることは何か考えました。各グループからは少子高齢化、景観の変化、地域活動へ

の参加率低下、人と人との繋がりが薄い等の様々な課題を挙げていただきました。こうした課題に

対して具体的な解決策まで話しあうことはできませんでしたが、「集い、互いに顔を合わせ、話し

合う」ことやそういった場が大切であるという認識を共有することができました。 

 年度末で大変お忙しい中にもかかわらず、ご参加いただきました皆様方ありがとうございまし

た。 

    【 準備体操 】         【 大会の様子（１） 】         【 大会の様子（２） 】 

    【  講 演  】     【 グループ協議 】      【 グループ発表 】 

ソフトバレーボールのソフトバレーボールのソフトバレーボールのソフトバレーボールの部部部部    

主  管：田辺市ソフトバレーボール協会 

日  時：平成２７年４月２９日（水・祝） 

     開会式  午前８時５０分 

     競技開始 午前９時 

     終了予定 午後４時３０分 

会  場：田辺市体育センター 

参 加 者：田辺市内に在住の方、 

     市内在職及び近隣町村の住民 

参加種目：男女混合の部、女子の部、 

     シニア・エンジョイの部 

参 加 費：無料 

申 込 み：４月２１日（火）までに下記連絡先 

     へ代表者氏名・住所・連絡先・チー 

     ム名・チーム数を明記の上、ハガキ 

     でお申込みください。 

連 絡 先：田辺市ソフトバレーボール協会 

     事務局 久保 加津雄 

     〒646-0054 田辺市江川39-14 

     ℡ 0739-26-0206 

グラウンドゴルフのグラウンドゴルフのグラウンドゴルフのグラウンドゴルフの部部部部    

主 管：田辺市グラウンドゴルフ協会 

日 時：平成２７年５月１０日（日） 

    開会式  午前９時 

    競技開始 午前９時２０分 

    終了予定 午後２時 

会 場：神島台運動場 

参加費：無料 

申込み：４月２５日（土）までに下記連絡先へ 

    お申込みください。 

連絡先：田辺市グラウンドゴルフ協会 

    会長 坂本 瑞夫 

    〒646-0102 秋津川2062-2 

    ℡0739-36-0220 

※今回より、ソフトバレーボールの男女混合

公民館対抗の部、グラウンドゴルフの公民館

親善大会は共に廃止となりました。 

 各競技種目への参加申込みは各競技種目の

主管団体へ直接お申込みください。 


