
紅葉のライトアップ ～伏菟野みやご会～ 

 

平成２７年 11月号 

④ 

 日時 11月28日（土）、29日（日） 10時～16時 

 会場 田辺市民総合センター他 
 ・公民館サークルの活動発表（下記参照）や各種体験イベント、市内幼 

 稚園、小・中学校の取組紹介（パネル展示）などが行われます。ぜひ皆  

 さんお立ち寄りください。 

 

 ◎公民館教室・サークルの活動発表 

 日時 11月28日（土） 10時～ 

 場所 ２階交流ホール 

 内容 10：00～ 長野公民館 大正琴サークル 

     10：30～ 三栖公民館 大正琴サークル 

     11：00～ ひがし公民館 手話サークル 

     11：30～ 東部公民館 舞踊サークル 

 

 ＜お問合せ＞ 

  田辺市教育委員会 生涯学習課（ＴＥＬ：26-4908） 

 伏菟野みやご会では、下記の日程で紅葉のライトアップを行います。幻

想的な雰囲気をぜひ味わってください。 

 

 日程 11月21日（土）・22日（日） 

 時間 17時30分～20時30分 

 場所 伏菟野自然観察園 

～学びからはじまる人づくり・地域づくり～ 

            2015生涯学習フェスティバル 

 日程：12月１日（火） 

  子どもたちの安全を地域ぐるみで見守りましょう。 

場  所 日  時  

 東原多目的集会所 11月25日（水） 9時30分～10時10分 

 長野小学校前 12月 ３日（木） 9時30分～10時10分 

 伏菟野小学校前 12月 ３日（木） 10時30分～11時 

☆移動図書館 日程 

☆明るい笑顔街いっぱい運動 

 下記の日程で長野作品展を開催します。地域の皆さんからお預かりした

作品を多数展示予定です。簡単なお茶席も設けていますので、ぜひ皆さ

んお気軽にお立ち寄りください。21日午後からは長野小学校の学習発表

会も行われます。地域の方々から学んだことが発表されますので、ぜひご

覧ください。 
 

 日程 11月20日（金）・21日（土） 

 時間 ９時～16時（両日） 

 会場 長野小学校体育館 
 

 出展もまだまだ受付中（締切り：11月11日）です。ご希望の方は地区の

文化委員さんまたは公民館までご連絡ください。 

 ＜お問合せ＞ 長野公民館 TEL：34-0022（三栖コミセン内） 

事務所：田辺市中三栖８０５番地 三栖コミュニティセンター内 

発行日 平成２７年11月１日 
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■長野公民館区統計情報 

 （平成27年 ９月末） 
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長野作品展を開催します！ 

 地区内ハイキングは、みんなで楽しく歩きながら

地域内を見つめなおす取組です。今年は伏菟野

小学校と合同で開催。子どもたちとの触れ合いも

楽しみながら、みんなで伏菟野地区を歩きません

か。ぜひ皆さんご参加ください。 
 

 日  時 11月24日（火） 

       ９時～15時ごろ（予定） 

 集  合 伏菟野小学校 

 行  程 伏菟野自然観察園→八幡神社→みやご谷 

       →熊野川の観音→昼食→伏菟野小学校（約７km） 

 持ち物 お弁当・飲み物など各自ご持参ください。 

 申込み 11月20日（金） 締切り 
 

 ＜申込み・お問合せ先＞ 

  長野公民館 TEL：34-0022（三栖コミセン内） 

地区内ハイキングのお知らせ 



弁慶祭りで活躍！ 

② 

長野公民館だより 

                  

 10月10日（土）、田辺市で弁慶祭

りが開催されました。 

 弁慶祭りといえば紀州弁慶よさこ

い踊りと弁慶ゲタ踊りが見所です。

長野の人たちも祭りに参加し、イベ

ントを盛り上げてくれました。 

 紀州弁慶よさこい踊りには、長野

小学校の子どもたちが出場し、運

動会でも見せてくれた見事な踊りを

披露してくれました。 

 弁慶ゲタ踊りには、長野古城梅

振興会として約20名の方が参加

し、かけ声を出しながら、駅前大通

り、アオイ通りを練り歩きました。 

  団体の紹介の際には、今年５月

に本宮大社にて古城梅の奉納を

行ったこと、安倍総理に梅ジュース

を振舞ったことが紹介され、会の活

動が広く知られたことと思います。 

地域の先生たち 
 学校だよりでも紹介されています

が、長野小学校、伏菟野小学校で

は、学校の先生だけでなく、地域の

方も先生として活躍しています。 

 長野小学校では、熊野古道につ

いて、歴史に詳しい長尾区の奥芝

さんから学んだり、みかん（柑橘）

について、実際に栽培している西

原区の那須義弘さんや長尾区の

那須壽さん、京子さんご夫妻から

学んだりしています。これらは地域

学習として行われ、学習の成果は､

11月の学習発表会にて発表されま

す。そのほかにも、生活科で、西原

区の竹内園子さん、檜山敏子さん

から、野菜と花の植え方・育て方を

学んだり、那須千恵子さん、森幸

子さん、檜山敏子さん、公民館長

から昔の遊びについて教わったり

しています。昔の遊びの準備では

長尾区の谷長平さんにもお力添え

いただきました。 

 伏菟野小学校でも、谷口区長さ

んによる防災学習や那須利孝さん

の田んぼでの稲作体験など、中身

の濃い学習が行われています。 

 学社融合という言葉が使われま

すが、学校と地域が一体となった

取組は、双方にメリットをもたらすと

考えられています。これらの取組

がよりよいものとなるよう、今後も

連携を深めていければと考えてい

ます。 

**************************** 

 11月は学校開放月間です｡発表

会なども行われ、学校の取組を知

るよい機会となっています。ぜひお

立ち寄りください。 

 

伏菟野小学校 ふれあい交流会 

日程：11月８日（日） 

・児童による劇や音楽発表、ふれ

あいコンサートなどが行われます。 

 

長野小学校 学習発表会 

日程：11月21日（土） 

・地域の方から教わった学習の成

果などが発表されます。 
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『ながの・ふれんず』さんの取組 
 ふれあいランチなどの地域活動

に取組むながの・ふれんずさん。そ

の活動について代表の木川田さん

にお話を伺いました。 

 

～ながの・ふれんず～ 

 ながの・ふれんずは、遊びを通し

て親と子どもが互いに育ち合うこと

ができる交流の場として1998年に

発足し、活動をしていました。子ど

もたちが大きくなってからは、地域

の中で交流できる場所、楽しみに

行ける場所があればと考え、2010

年の12月から、『ふれあいランチ』

を始めました｡ 

～ふれあいランチ～ 

 毎月（農繁期・夏季を除く）、西原

会館、町内会館でそれぞれ１回開

催しています。時間は、12時から13

時30分まで。参加費は500円（食

事・飲み物代）で、２日前までに予

約が必要です。ふれあいランチに

来られない方には、長野町内で、

行ける範囲でお弁当の宅配をして

います。こちらも２日前までに予約

が必要です。 

 ふれあいランチのメニューは、で

きるだけ地元の旬の野菜を使って

作っています。地産地消、栄養の

バランスも考えながら手作りしてい

ます。 

 毎回、10人ほどの参加があり、ラ

ンチを食べて、食後にはお茶を飲

みながらおしゃべりしたり、楽しく交

流しています。最近では、清瀧で開

催したときには、三栖谷老人クラブ

演芸大会の練習をしていたそうで

す。参加者は女性が多く､もっと男

性の方にも参加していただければ

とのことです｡ 

～その他の活動～ 

 ふれあいランチのほかにも、気軽

なお茶飲みどころ、情報発信の場

として、『ふれあいカフェ』を月に１

回程度、長野ふるさと産品研究会

加工施設で開いています。 

 農繁期には、体が元気になるも

の、栄養のあるものをとってもらい

たいという思いから、惣菜の宅配を

始めたところ、とても喜んでもらえ

たということです。 

～今後の取組～ 

 今年で長野ふるさと産品研究会

により加工施設が設けられてちょう

ど10年になるとのことで、ながの・

ふれんずも10年間お弁当やお惣菜

づくりを続けてこられたことに感謝

して、来年2月頃、記念イベントを計

画しているそうです。「ぜひ皆さん

お楽しみに。」とのことでした。 

11月の予定 
 

『ふれあいランチ』 

■日時 

 ・11月17日（清滝） 

 ・11月18日（梛） 

 どちらも12時～13時30分 

 ※二日前までに要予約。 

■参加費 

 500円 

 （お弁当・お茶菓子代） 

■申込先 

 ながの・ふれんず 

 TEL：090-7490-5032 

 

『ふれあいカフェ』 

日時：11月30日（月） 

    10時～14時30分  

場所：長野ふるさと産品研 

    究会加工施設 

    （東原お墓さん下） 

・お茶とケーキをご用意し

て皆さまのお越しをお待ち

しています。 


