
長野町内会からのお知らせ 
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■主  催  田辺市女性会連絡協議会田辺支部 

■日  時  平成27年８月25日（火） 

        13時30分～15時30分 

■場  所  ひがしｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ １階 大集会室 

           （田辺東部小学校のとなり） 

■講  師  勝本 香里 先生（元中学校美術教師） 

■対  象   旧田辺市内在住の女性 

■参加費  お一人100円 

        ※当日会場で集金させていただきます。 

        ※女性会会員は無料 

■申込み  事前に電話で申込んでください。℡26-4925     

        田辺市教育委員会生涯学習課（担当：濵中・廣畑） 

        ※会員の方は、直接各会長さんまで。 

■受  付  ８月３日(月)～８月19日(水)まで 

■持ち物  パレットや顔彩絵の具、毛筆用小筆がある方は 

        ご持参ください。ない方は、こちらで用意します。 

 平素は町内会活動にご協力とご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたび「第４期 中山間地域等直接支払制度」に対応するため、次の皆

様に執行役員をお願いしました。（敬称略） 

 

 会  長 ： 新家 博文 

 事務局 ： 那須 義弘 

 会  計 ： 芝﨑 幸一 ・ 古谷 博吏 
 

 この制度の有効活用のため、執行役員、町内会ともに努力してまいりますの

で、会員の皆様のご協力よろしくお願いします。 

絵手紙教室のお知らせ ～女性会田辺支部～ 

 実施日：９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 8月25日（火） 9時30分～10時10分 

 長野小学校前 9月3日（木） 9時30分～10時10分 

 伏菟野小学校前 9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 

 日時 ８月１４日（金） ７時３０分～ 

 場所 長野小学校グラウンド 

盆ソフトボール大会 組合せ発表！！ 

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 
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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 ６月末） 

人  口：760（前月比：±0） 

世帯数：347（前月比：＋1） 

ＴＥＬ：（０７３９）３４－００２２ 

ＦＡＸ：（０７３９）３３－０８３６ 
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囲碁ボール大会開催のお知らせ 

 日時 ８月２３日（日） １３時～ 
 ※先月号では16日とお知らせしましたが、変更となりました。 
 場所 長野中学校体育館 
 

◆囲碁ボールとは 

 碁盤に見立てた人工芝の専用マットと白黒の

ボール、ゲートボール用のものと同じ形状の木

製スティックを用いて五目並べを行うニュース

ポーツです。 



長野校区協議会が開催されました 

② 

長野公民館だより 

                  

切り絵教室を開催しました 
 ７月29日(水)、東原にお住まいの

大野さんを講師にお招きし、切り絵

教室を開催しました。 

 力不足か日程の影響か、参加者

が尐なく残念でしたが、大野さんご

夫妻の指導により参加者のもとに

は素敵な切り絵作品ができあがり

ました。館長と主事も参加者となり

作品づくりに取りかかり､素敵な作

品を手にすることができました。 

 製作には２時間ほどかかりました

が、作業に没頭していたためあっと

いう間に感じました。手を使った細

かい作業は集中力が必要なため、

集中力の向上や脳の活性化に良

いと言われたりします。それが実感

できるひとときでもありました。 

 大野さん、参加者の皆さんありが

とうございました。 

 公民館では、11月に長野作品展

を開催する予定です。今回作った

切り絵作品やその他趣味の作品な

ど多数募集しますので、ぜひご出

展ください。 

 ７月28日(火)、長野校区協議会委

員総会が開催されました。 

 事業報告や決算報告、事業計画

案、予算案などの協議のほか、各

校の様子や各地区の活動について

の交流も行われました。 

・子どもたちは元気がよく、人数は

尐ないが一人ひとりしっかりしてお

り、校歌もしっかり歌い、掃除も丁

寧、給食も好き嫌いなくよく食べる。 

・ここ最近、補導される子どもたち

がいない。夏休みに入るがこれか

らもそうあってほしい。 

・補導件数は確かに減っているが、

また別の課題がある。携帯電話や

SNSなどでのトラブルが増え、以前

は見れば問題を抱えている子がわ

かったが、いまはわからなくなって

きている。 

・地域の力が大きい。いい地域、通

りすがりに子どもたちが元気よく挨

拶してくれるような地域では問題が

尐ないように感じる。地域ぐるみで

の取組みも大事。 

 というような意見交換がなされま

した。 

 また、最後に、夏休みは子どもた

ちの水難事故には注意してほしい

との意見もでました。先般、奇絶峡

で事故が発生したことを受け、この

地域でも危険なところもあるため、

気をつけてほしいとのことでした。 

 子どもを見れば地域がわかると

言われることもありますが、この地

域の子どもたちが元気で素直に成

長しているのは、家庭や学校での

教育はもちろんのこと、地域全体が

子どもたちを温かく見守る気持ちで

あふれていることも大きな力になっ

ていると思います。 

 これからも子どもたちの健やかな

成長のため、お力添えいただきた

いと思います。 

 長野校区協議会は、

関係機関や団体と緊密

な連携を図り、次代を

担う青尐年の健全な育

成を図ることを目的に

組織されています。 

 長野地区では、公民

館長が校区協議会の

会長を務めています。 
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 ７月16日（木）から17日（金）にか

けて接近してきた台風11号。勢力

が強く、速度遅く、４年前この地域

にも大きな被害を及ぼした台風12

号と似たコースを通過するというこ

とで、各地で警戒態勢が敷かれま

した。 

 一晩中、待機・警戒に当たってい

た消防団の方々をはじめ、避難所

の対応などをされていた町内会の

方々や台風通過後の対応に当たっ

た方々など、皆さんお疲れさまでし

た。 

 田辺市では、独自に「早期避難情

報」というものを発表しています。こ

れは大雨で土砂災害の危険性が

高まる山間部の地域を対象に、早

期に指定避難場所を開設し、避難

を促すものです。 

 夜間に大雨が予想される場合、

暗くなってから避難することは大変

危険です。過去、夜間の避難行動

の際に、増水して道を越えた水路

に気付かず、足をとられ、流され、

命を失うという事故も発生していま

す｡ 

 これからの時期、まだまだ台風の

心配は続きますが、早めの避難を

心がけ、命を守りましょう。 

◎避難状況 （市防災まちづくり課発表資料より） 

長野町内会館 伏菟野小学校 旧田辺市内 日 時 

16日 17時 １世帯１名 ０世帯０名 13世帯16名 

 20時 ２世帯２名 ７世帯９名 30世帯42名 

17日 0時 ２世帯２名 10世帯16名 35世帯53名 

 11時 ０世帯０名 10世帯16名 12世帯19名 

 14時 ０世帯０名 ０世帯０名 ２世帯３名 

◎気象警報等 発令・解除状況（田辺市） 

日 時 気象情報等 

16日 6時19分 暴風警報 発令 

 10時19分 大雨・洪水警報 発令 

 15時00分 早期避難情報 発令 

 21時30分 高潮警報 発令 

 21時45分 土砂災害警戒情報 発令 

17日 6時06分 暴風警報 解除 

 8時55分 高潮警報 解除 

 16時15分 波浪・洪水警報 解除 

18日 4時10分 土砂災害警戒情報 解除 

 8時25分 大雨警報 解除 

◎経路図 （左：今回 右：平成23年台風12号） 

（気象庁HPより） 

熱中症に気をつけましょう！ 

 「防災訓練」が 

     行われます！ 
 

 田辺市では、田辺市内を

A,B,Cの３つのブロックに分

け、防災訓練を実施してい

ます。今年の実施地区はＢ

地区となっており、長野町

内会も対象となっています｡ 

 訓練日は９月６日（日）。

各区において訓練が行わ

れますので、ぜひ皆さんご

参加ください｡ 

台風１１号接近 

 梅雨の長雨から一変し、梅雨明

けから暑い日が続いています。辺

りでは梅の天日干しされている様

子を見かけるようになりました。暑

い中の作業、皆さん熱中症にはお

気をつけください。 

 熱中症予防にはこまめな水分補

給がかかせません。のどが渇かな

くても水分補給をすることがポイン

トです。もし、症状が発症した場合

は、まず涼しい場所へ移動して安

静にし、水分・塩分の補給や身体

を冷やす等の処置をし、症状が回

復しない場合は医療機関へ受診し

ましょう。自力で動けない、意識が

ない、痙攣
け い れ ん

しているなど、症状が重

たい場合はためらわずに１１９へ連

絡し、救急車を呼びましょう。 


