
 

平成２７年 ５月号 

④ 

☆移動図書館 日程 

べんけいⅢ世号 

・東原多目的集会所 

 5月26日（火） 9時30分～ 

やまびこ号 

・長野小学校前 

 5月19日（火） 9時30分～ 

・伏菟野小学校前 

 5月19日（火） 10時30分～ 

 

☆明るい笑顔街いっぱい運動 

日程：6月1日（月） 

・子どもたちの安全を地域ぐる

みで見守りましょう。 

【展示部門】 
 日時：平成27年5月16日(土)・17日(日) 

    9時～17時（お茶会は16時まで） 
 会場：紀南文化会館 

 ◎展示ホール(1階) 

  書道・洋画 

 ◎小ホール(4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(4階） 

  古谷石・俳句・短歌 

 ◎お 茶 席(4階） 

 

【舞台部門】 
 日時：平成27年5月23日(土)・24日(日)・31日(日） 

    開演はすべて13時30分 

 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 

 

 主催：田辺市文化協会 TEL:0739-26-9943（文化振興課内） 

 後援：紀伊民報社 

 

第23回文協フェスティバル開催のお知らせ 

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５月１日 
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長野公民館だより 
                  

                  館長 那須 勝美   主事 佐向 大輝 

■長野公民館区統計情報 

 （平成27年3月末） 

 人 口:768(前月比:-5) 

 世帯数:348(前月比:+2) 

ＴＥＬ：（０７３９）３４－００２２ 

ＦＡＸ：（０７３９）３３－０８３６ 

① 

ヨーガサークル参加者募集のお知らせ 

 長野公民館ヨーガサークルでは、参加者を募集しております。  

 ヨーガは体と心の機能を活性化させることができる健康法として

知られ、毎日をいきいきとした状態へと導いてくれます。下記の内

容で活動していますので、ぜひ皆さんご参加ください。 
 

 日 時：毎月第２・４月曜日 19時30分～21時 

 講 師：宮永昌幸 先生 

 場 所：町内会館 清瀧 

 会 費：月1,000円 

 申込先：長野公民館 TEL：34-0022（三栖公民館内）  

     ※随時受け付けております。 

 ４月８日(水)、長野小学校・伏菟野小学校の両校で平成27年度の

入学式が挙行されました。館長は長野小学校へ、主事は伏菟野小学

校へ出席してきました。 

 両校とも入学生は２名。保護者の方々をはじめ、地域の方々、先

生方に見守られながら迎えた入学式当日。上級生からも温かく歓迎

され、入学する子どもたちは不安も消え去り、新たな生活への希望

に満ち溢れていたのではないでしょうか。 

 近年、学校教育と社会教育の融合『学社融合』が各地で推し進め

られています。社会教育の分野を公民館や地域が担い、学校と連携

しながら子どもたちの豊かな成長を目指し

取り組んでいます。 

 長野地域では、以前から地域で子どもを

育てるという意識が根付いていますが、こ

れからも学校と連携し取り組みを進めなが

ら、子どもたちの成長を見守っていきたい

と思います。 

入学式が挙行されました！ 



② 

長野公民館だより 

                  

平成27年度 長野公民館運営委員会を開催しました 

事 業 実施予定 

盆ソフトボール大会・・・ ８月14日 

盆囲碁ボール大会・・・・ ８月17日 

切り絵教室・・・・・・・ 夏休み期間中 

長野作品展・・・・・・・ 11月 

囲碁大会・・・・・・・・ ３月 

熊野古道ハイキング・・・ ３月 

地区内ハイキング   

人権学習会   

 ４月２８日(火)、長野公民館運営委員会を開催し、平成26年度の

活動報告及び会計報告、平成27年度の事業計画及び予算案について

協議しました。 

 主な事業計画については下記のとおりです。また、運営委員会の

名簿を３ページに掲載していますのでご参照ください。 

 

◎公民館主催の事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎他団体との共催事業など 

・市民体育祭       ・市民スポレク祭 

・小学校地域学習     ・長野ホタル鑑賞会  

・伏菟野ほたる鑑賞の夕べ ・長野地区運動会 

・伏菟野地区運動会    ・敬老会  

・健康教室        ・観梅イベント 

・三栖谷ソフトバレー大会 ・三栖谷老人会グラウンドゴルフ大会 

 

 

◎公民館をご活用ください 
 事業計画にあげているものだけが公民館の活動ではありません。

公民館は皆さんの様々な思いを実現できる場でもあります。 
 

たとえば、 

・趣味やサークル活動を始めたい。 

・パソコン等が苦手で必要な情報が得られなくて困っている。 

・自分の特技を地域で活かしたい。 

・地域の歴史をより多くの人に知ってほしい。 
 

 「こんなことをしてみたい。」そう思っても自分ひとりではでき

なかったり、どうしたらいいかわからなかったりすることがあると

思います。そのようなときは、ちょっとしたことでも結構ですの

で、公民館までお声かけください。 

盆ソフトボール大会 

昨年度の様子 

切り絵教室 

盆囲碁ボール大会 

長野作品展 

平成２７年 ５月号 
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長野公民館運営委員のご紹介 

平成27年度 長野公民館運営委員会名簿 （敬称略） 

役   職 氏  名 役   職 氏  名 

 長野町内会長  那須 豊平  郷明会会長  新家 博文 

 長野町内会副会長  前田 謙  長野花会世話役  竹内 三恵子 

 長野町内会会計  森 佳弘  ながの・ふれんず代表 

 市人権擁護連盟理事 
 木川田 道子 

 西原区長  新家 光男 

 東原区長  那須 克  市生涯学習(人権)推進員  大野 塁 

 長尾区長  那須 壽  市生涯学習(人権)推進員  森 悦子 

 伏菟野区長  谷口 順一  市スポーツ推進員  那須 健人 

 上野区長  久保 眞治  市スポーツ推進員  新家 道代 

 伏菟野小学校校長  山崎 若葉  市人権擁護連盟理事(経験者)  前田 倫江 

 長野小学校校長  永立 州利  補導委員 

 公民館体育委員長 
 小池 孝 

 長野消防分団長  森 隆夫 

 紀南農協三栖支所長野店長  古谷 博吏  公民館文化委員長  竹内 克彦 

 清滝老人クラブ代表  峰 定司  交通安全協会長野分会長  瀧本 昇二 

 西原高尾会代表  森 一友  市人権擁護連盟理事 

 公民館会計監査委員   
 西田 孝道 

 長尾長寿会代表  宇杉 一治 

 上野睦会代表 

 市文化財愛護協力員 
 中江 弘幸 

 公民館長  那須 勝美 

 公民館主事  佐向 大輝 

 長野小子どもクラブ会長  西尾 哲哉   

 伏菟野小子どもクラブ会長  那須 利孝   

 公民館では、町内会や老人会、学校などの各種団体と連携・協力

しながら地域活動を進めていくため、それらの団体の代表者により

構成される運営委員会を組織しています。 

 年度当初の事業計画の協議などのほか、必要に応じ、随時連絡を

取り合い、事業運営を進めています。 

 平成27年度の運営委員の皆様は下表のとおりです。皆様よろしく

お願いいたします。 

公民館を使って情報発信 

 公民館では毎月『公民館だより』を発行しています。主に公民館

活動や地域活動のご紹介、イベント開催のお知らせなどを掲載して

いますが、より地域に密着した内容を目指しています。 

 そこで、日頃の地域活動や地域団体の取り組みなどについての情

報を募集します。公民館だよりにより情報発信したいという方はぜ

ひ公民館までお声かけください。また、長野地域の良さをより多く

の方に知ってもらうため、SNSを用いた長野地域外への情報発信も

試行中です。詳しくは長野公民館までお問合せください。 


