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輝け！地域の未来塾事業「万呂公民館子ども部会企画講座」 

第第第第1111回万呂地域回万呂地域回万呂地域回万呂地域カレッジカレッジカレッジカレッジ：：：：子育子育子育子育てててて講演会講演会講演会講演会    

 今年度、田辺市万呂公民館では地域の課題解決及びその人材育成のために体育、文化、人

権福祉、子どもといった４つの分野の講座を開催致します。第1回講座として、坂本助産所

の坂本フジヱ氏をお招きし、子育てをテーマにご講演いただきますので、気軽にご参加く

ださい。なお、第1回講座のみ一時預り保育を実施します。当日ご参加いただける方で一時

預り保育をご希望の方は下記連絡先までお問合せください。詳細につきましては、下記の

とおりです。 

 

【第1回講座】 

 演 題：子どもに寄り添って 

 講 師：坂本助産所 院長 坂本 フジヱ 氏 

 日 時：平成27年5月31日（日） 午後1時30分～午後3時 

 場 所：万呂コミュニティセンター 3階 大集会室 

 参加費：無料 

 問合せ：万呂公民館（２５－１５５４）まで 

  

【一時預り保育】 

 受 付：当日午後1時から 

 時 間：受付後から上記事業終了まで 

 場 所：万呂コミュニティセンター 2階 和室 

 料 金：無料 

 定 員：先着15名（定員に達し次第、締切となります。） 

 申込み：5月19日（火）までに万呂公民館（25－1554）へお申込みください。 

紀紀紀紀のののの国国国国わかやまわかやまわかやまわかやま国体国体国体国体・・・・大会大会大会大会    田辺市合併田辺市合併田辺市合併田辺市合併１０１０１０１０周年記念周年記念周年記念周年記念    

「「「「田辺湾田辺湾田辺湾田辺湾クリーンクリーンクリーンクリーン作戦作戦作戦作戦！」 ！」 ！」 ！」 ～～～～国体国体国体国体・・・・大会大会大会大会をゴミをゴミをゴミをゴミ一一一一つないつないつないつない和歌山和歌山和歌山和歌山でででで！～！～！～！～    

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。皆様のご参加よろしくお願い

します。 

 

日  時：5月30日（土）午後1時30分～（1時間程度） ※小雨決行。荒天時、翌31日（日）に延期。 

清掃場所：元島・天神崎地区、跡ノ浦地区、鳥の巣地区、会津川河口地区、扇ヶ浜地区（計5地区） 

注意事項：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。(燃えるごみ、資源ごみ、プラスチックごみ、埋立ごみ)  

     ごみは燃やさないでください。 

     暑い中での清掃作業になりますので、無理はせず、熱中症等に気をつけてください。 

お問合せ： 環境課 環境対策係（0739-26-9927） 

 

◆「海岸漂着物問題」について 

海岸漂着物等とは海岸に流れ着いたごみや海岸に散乱しているごみ等のことです。海岸に漂着したごみ

等によって、漁業や観光、生物環境などに様々な悪影響が生じています。海岸漂着物等は海岸を利用する

人が捨てたごみだけではありません。陸や川などで捨てられたごみが川を経由して海岸へ流れ着いたもの

もたくさんあります。 

こうした海岸漂着物をなくし、自然豊かな海を守っていくためには、海岸漂着物問題に対する理解を深こうした海岸漂着物をなくし、自然豊かな海を守っていくためには、海岸漂着物問題に対する理解を深こうした海岸漂着物をなくし、自然豊かな海を守っていくためには、海岸漂着物問題に対する理解を深こうした海岸漂着物をなくし、自然豊かな海を守っていくためには、海岸漂着物問題に対する理解を深

め、ごみをポイ捨てしない、道や河川などの清掃活動に参加するなど、私たち一人ひとりが日常の生活でめ、ごみをポイ捨てしない、道や河川などの清掃活動に参加するなど、私たち一人ひとりが日常の生活でめ、ごみをポイ捨てしない、道や河川などの清掃活動に参加するなど、私たち一人ひとりが日常の生活でめ、ごみをポイ捨てしない、道や河川などの清掃活動に参加するなど、私たち一人ひとりが日常の生活で

出来る取組を積極的に行っていきましょう。出来る取組を積極的に行っていきましょう。出来る取組を積極的に行っていきましょう。出来る取組を積極的に行っていきましょう。    

紀州備長炭記念公園紀州備長炭記念公園紀州備長炭記念公園紀州備長炭記念公園オープンオープンオープンオープン記念記念記念記念    

第第第第１９１９１９１９回回回回    山山山山のののの唄唄唄唄    炭炭炭炭やきむらやきむらやきむらやきむら    俳句大会俳句大会俳句大会俳句大会    

    

 秋津川振興会・秋津川公民館では、山村豊な自然と歴史文化を再認識するため、下記のとおり、俳句大会を

開催します。文芸愛好のみなさんからのご投句と大会へのご参加をお待ちしています。 

 

出  句：①兼題兼題兼題兼題  炭及び山村風物と山村生活に関するもの 

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

     ③整理料一組につき1,000円。出句の際に大会事務局へ納めること。但し、小・中学生は無料。 

     郵送で出句の場合は、整理料分の郵便小為替を同封のこと。 

     ④作品は200200200200字詰原稿用紙等字詰原稿用紙等字詰原稿用紙等字詰原稿用紙等（小・中学生は所定の用紙）に黒色のペンまたはボールペンで楷書  

     で丁寧に書き、各句はマスをあけずに上部から連続して書くこと。まえがきや読みがなは不要。 

     ⑤出句の用紙には、作品の他、郵便番号、住所、氏名（俳号がある場合は俳号も）電話番号を明出句の用紙には、作品の他、郵便番号、住所、氏名（俳号がある場合は俳号も）電話番号を明出句の用紙には、作品の他、郵便番号、住所、氏名（俳号がある場合は俳号も）電話番号を明出句の用紙には、作品の他、郵便番号、住所、氏名（俳号がある場合は俳号も）電話番号を明    

                    記すること記すること記すること記すること｡（小･中学生は学校名･学年を明記） 

     ⑥選者は出句できない。（当日句会を除く。） 

 

出句期間：一般の部    5555月月月月1111日（金）から 日（金）から 日（金）から 日（金）から 5555月月月月29292929日（金）必着日（金）必着日（金）必着日（金）必着    

                    小中学生の部    5555月月月月1111日（金）から日（金）から日（金）から日（金）から5555月月月月27272727日（水）必着日（水）必着日（水）必着日（水）必着    

 

出 句 先 ：〒〒〒〒646646646646----0001000100010001    田辺市上秋津２０８３－１田辺市上秋津２０８３－１田辺市上秋津２０８３－１田辺市上秋津２０８３－１ 秋津川公民館 俳句大会係 

問合せ先：秋津川公民館 担当 藤田（上秋津公民館内）TEL 35-1022 FAX 35-0569 

 

選  者：一般の部（松本幹雄氏、中瀬喜陽氏、峰山清氏、川口修氏） 小・中学生の部（岩清水句会） 

 賞  ：一般：一般：一般：一般：田辺市長賞 １点（公園内に句碑として建立する。） 

        秋津川振興会長賞・秋津川公民館長賞・紀伊民報社賞・田辺市俳句連盟賞・選者特選賞            

     小学生の部・中学生の部：小学生の部・中学生の部：小学生の部・中学生の部：小学生の部・中学生の部：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時から（受付：正午～午後1時） 

     ②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（小・中学生の部を含む）及び当日句会 

     ④当日句会 （出句）一般の部 １人３句 （受付：正午から午後１時まで） 

 

そ の 他 ：類似句があることが判明した場合、入賞を取り消します。 

【講師プロフィール：坂本 フジヱ 氏】【講師プロフィール：坂本 フジヱ 氏】【講師プロフィール：坂本 フジヱ 氏】【講師プロフィール：坂本 フジヱ 氏】    

 大正13年、和歌山県に生まれる。14才で働きはじめ、23才で上芳養の自宅にて

「坂本助産所」を開業。73才で同県田辺市に移転。91才の今なお現役。4000人以

上のお産にかかわり、子育てのよろず相談所として地域に貢献している。 

【著 書】 

「大丈夫やで～ばあちゃん助産師（せんせい）のお産と育児のはなし～」    

「大丈夫やで２～ばあちゃん助産師（せんせい）の産後と育児のはなし～」、ほか 

【 一時預り保育委託先】 

  NPO法人南紀子どもステーション 

  子育てサポート  プリティー・ブー 



 

 

 

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】  

  ５月１日（金） 

  ６月２日（火） 

 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】  

  ５月 １日（金） 

  ６月 １日（月）  

 7：30～8：00 

 

【実施場所】  

 学校、自宅前、交差点 

         など 

【５月】土曜子ども教室【May】 

 プログラム：なわとび 

 日 時：２３日（土）３０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23232323回文協回文協回文協回文協フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    

入場料：無料 

主 催：田辺市文化協会 

後 援：紀伊民報社 

問合せ：田辺市教育委員会 文化振興課 

    〒646-0028 田辺市高雄一丁目23番1号 

    TEL：0739-26-9943 

    H  P：http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/bunkyo/index.html 

おはなしのじかん  

【日 時】  

 ５月２３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 

万呂公民館万呂公民館万呂公民館万呂公民館からからからから資源類拠点回収資源類拠点回収資源類拠点回収資源類拠点回収のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 いつも拠点回収にご協力いただき、ありがとうございます。ご存知の方も多いかと思われますが、資源類 

拠点回収についてお知らせ致します。田辺市では資源類拠点回収を行っており、万呂コミュニティセンターも

回収拠点になっています。ゴミの減量だけでなく、限りある資源の有効活用、処理施設の負担軽減のためにも

リサイクル活動にご協力ください。 

 

【回収対象物】【回収対象物】【回収対象物】【回収対象物】    

 古紙類古紙類古紙類古紙類（回収場所：万呂コミュニティセンター前駐車場の古紙ステーション） 

 ●新聞類…新聞、折り込み広告 

 ●雑誌、雑紙類…雑誌、カタログ、教科書、ノート、包装紙、紙袋、牛乳パック、菓子箱など  

         ※紙ひもでくくって出してください。 ※新聞と雑誌は分別して出してください。 

 ●段ボール   ※たたんで出してください。       ※梱包資材は回収対象外です。 

 

 ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル[[[[        マークのあるものマークのあるものマークのあるものマークのあるもの]]]]（回収場所：万呂コミュニティセンター 1階玄関） 

 ●清涼飲料用…ジュース、炭酸飲料、ミネラルウォーター等 ※キャップやラベルは取り除いてください。 

 ●酒   類   用…焼酎、本みりん、清酒、洋酒等      ※キャップやラベルはプラスチックごみです。 

 ●食 料 品 用…醤油              ※容器の中はよく洗って乾かしてから出してください。 

 

 缶・ビン類缶・ビン類缶・ビン類缶・ビン類（回収場所：万呂コミュニティセンター1階玄関） 

 ●缶 類…アルミ缶  、スチール缶   （それぞれ左記マークのあるもの）     

 ●ビン類…無色ビン、茶色ビン、その他の色のビン  ※一升瓶、ビール瓶、牛乳瓶等は回収していません。 

                         ※容器の中はよく洗って乾かしてから出してください。 

                         ※可能な限りキャップやラベルは取り除いてください。 

                                ※化粧品・医薬品等の瓶は拠点回収では回収できません。 

 

【拠点回収について】【拠点回収について】【拠点回収について】【拠点回収について】    

 拠点回収は家庭から出される資源類のみ対象です。事業活動に伴う資源類は回収対象外となりますので各

事業者で処分をお願い致します。 

 

【資源類拠点回収に関するお問い合わせ】【資源類拠点回収に関するお問い合わせ】【資源類拠点回収に関するお問い合わせ】【資源類拠点回収に関するお問い合わせ】    

 拠点回収の全般的なことについて：廃棄物処理課（☎２４－６２１８） 

 万呂コミュニティセンターでの拠点回収について：万呂公民館（☎２５—１５５４）まで 

ふるさとふるさとふるさとふるさと自然公園自然公園自然公園自然公園センターセンターセンターセンター自然観察教室自然観察教室自然観察教室自然観察教室    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

【申込み】 

 前日までにハガキ又は電話、FAX、電子メールにて 

 氏名、住所、年齢、電話番号をご連絡ください。 

【連絡先】 

 ふるさと自然公園センター  

 〒６４６－００５１ 田辺市稲成町１６２９番地 

 TEL＆FAX：０７３９－２５－７２５２ E-mail：hikiiwa@mb.aikis.or.jp 

 休館日：毎週月曜日（休館日が祝日の場合はその翌日） 

新緑新緑新緑新緑のののの竜神山竜神山竜神山竜神山へへへへ登登登登ろうろうろうろう    

日 時：5月24日（日）9：30～14：30 

場 所：竜神山 

集 合：9：30までに、 

    ふるさと自然公園センターへ 

参加費：無料 

講 師：ふるさと自然公園センター専門員ほか 

対 象：小・中・高校生・一般 

持ち物：弁当、水筒、筆記用具、 

    採集用具（植物・昆虫）、ビニール袋など 

服 装：帽子、手袋 

初夏初夏初夏初夏のののの海辺海辺海辺海辺をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう    

日時：6月7日（日）13：30～15：30 

場所：天神崎 

集合：13：30までに、 

   丸山の見える駐車場（天神崎の先端）へ 

参加費：無料 

講師：ふるさと自然公園センター専門員ほか 

対象：小・中・高校生・一般 

持ち物：筆記用具、採集用具、ビニール袋など 

服装：長靴、手袋 

共催：天神崎の自然を大切にする会 

【展示部門】 

日 時：平成27年５月16日（土）・17日（日） 

    午前9時～午後5時 

会 場：紀南文化会館 

展示ホール（展示ホール（展示ホール（展示ホール（1111階）階）階）階）    

書道・洋画 

小ホール（小ホール（小ホール（小ホール（4444階）階）階）階）    

生花・革細工・押し花・ちぎり絵 

陶芸・川柳・収集色紙・紀州てまり・水墨画 

研 修 室（研 修 室（研 修 室（研 修 室（4444階）階）階）階）    

古谷石・俳句・短歌 

お 茶 席（お 茶 席（お 茶 席（お 茶 席（4444階）階）階）階）    

※お茶席のみ午前9時～午後4時 

【舞台部門】 

日 時：平成27年5月23日（土） 

          24日（日） 

          31日（日） 

    ※各日とも午後1時30分開演 

会 場：紀南文化会館 大ホール 

【第1部】5月23日（土） 

詩吟・尺八・日本舞踊・箏曲・津軽三味線 

【第2部】5月24日（日） 

大正琴・新舞踊・詩舞・剣舞・三弦・民謡 

津軽三味線 

【第3部】5月31日（日） 

アコーディオン・太極拳・バレエ・合唱 

社交ダンス・タヒチアンダンス・太鼓  


