
市民税・県民税の申告受付について 

 

平成２８年 ２月号 

④ 

東原多目的集会所 ２月 ５日（金） 

３月25日（金） 

9時30分～10時10分 

長野小学校前 ２月 ５日（金） 

３月16日（金） 

9時30分～10時10分 

 

伏菟野小学校前 ２月 ５日（金） 

３月16日（金） 

10時30分～11時 

 

☆移動図書館 日程 

ながの・ふれんずさんからのお知らせ 
２月の『ふれあいランチ』 
 日  時：２月16日（火）12時～13時30分（場所：清瀧） 

      ：２月17日（水）12時～13時30分（場所：梛） 

      ※２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（木川田） 
 

２月の『ふれあいカフェ』 ★加工の部10周年記念★ 
 日  時：２月24日（水）10時～14時30分 

 場  所：長野共同加工施設（東原お墓さん下） 
 

 ながの・ふれんずが加工の部を始めて10周年になりました。日頃の感謝

を込めてカレーライスをご用意しています。（無料、先着30名様） 

 その他、ミニバザー、お惣菜、お菓子販売コーナーもございます。 

 皆さんお誘いあわせてぜひお越しください。 

市民税・県民税 

  申告受付について 
 

 税務課では、下記の日

程で休日受付、出張受

付を行います。 

 

＜休日受付＞ 

日時：２月20日（土） 

    9時～16時 

場所：市役所税務課 

 

＜出張受付＞ 

日時：２月26日（金） 

    9時30分～15時 

場所：三栖コミセン 

 

必要書類等、詳しくは税

務課までお問合せくださ

い。（TEL：26-9920） 

 明るい笑顔 

    街いっぱい運動 

日程：２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｡ 

 田辺市人権擁護連盟田辺支部では、公募により理事を募集いたします｡

公募の目的は人権擁護連盟の活動に積極的に参加しようとする熱意ある

人を広く市民の中から募ることです。 
 

○応募資格 平成28年４月１日現在満20歳以上で、ボランティアで活動で 

         きる旧田辺市地域に在住の方 

○募集人員 ３人 

○任   期 ２年間（平成28年４月１日～平成30年３月31日） 

○活動内容  年間20時間程度で、会議、研修会等への参加 

○応募方法  応募用紙（連盟事務局にあります。希望者には郵送します｡) 

         に必要事項を記入の上、事務局へ提出してください。 

○応募期間 ３月16日（水）必着 
 

※選任は選考委員会における書類及び面接による選考結果に基づき、

理事長が委嘱します。 

［問合・受付］ 田辺市人権擁護連盟田辺支部事務局 

          ℡ 26－9912（田辺市役所 人権推進課内） 

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２８年２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 12月末） 

人  口：750（前月比：－１） 

世帯数：347（前月比：＋１） 

ＴＥＬ：（０７３９）３４－００２２ 

ＦＡＸ：（０７３９）３３－０８３６ 

① 

 梅の花がきれいに彩る季節がやってきました。今年も西原分譲地にて観

梅イベントが開催されます。ぜひ皆さんお越しください。 

 

 日 程：２月13日（土） ＊雨天予備日 ２月14日 （日） 

 場 所：西原ふれあい館“梛”＆周辺梅林 
 

 【お問合せ先】 

  森 隆夫さん（090-1020-2865） 

熊野古道ハイキングのお知らせ 

観梅イベント開催のお知らせ 

 恒例の熊野古道ハイキングを実施します。今年は

他の地域にも声をかけて開催。歩くのは昨年の続き

のコースです。古道歩きと地域を越えた交流を楽しみ

ませんか。ぜひ皆さんご参加ください。 
 

 日  時：３月13日（日） 

      ８時30分に東原集会所を出発 

 コー ス：紀伊路（湯浅駅～紀伊内原駅） 

 定  員：先着23名 

 参加費：1,000円 

 持ち物：お弁当、飲み物、タオル、杖（お持ちの方）など 

 申込み：３月３日（木）締切り。下記までご連絡ください。 

      長野公民館 TEL：34-0022（三栖公民館内） 

               E-mail：nagano.ko@city.tanabe.lg.jp 

■コース概要 

 熊野古道の宿場として賑わった湯浅から、紀伊路の中でも難所とい

われる日高町内原までのコース。鹿ヶ瀬峠を下ると、古道最長の石畳

が残っています。難所「鹿ヶ瀬」は、歌人・藤原定家を「次にシシノセの

山をよじ昇る、崔嵬の険阻」と嘆かせたところとしても知られます。 



伏菟野小学校どんど焼き 
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長野公民館だより 

 

 １月13日（水）、伏菟野小学校で

どんど焼きが行われました。 

 今年は児童会が中心となって運

営し、司会進行なども子どもたちが

務めました。 

 どんど焼きは小正月の行事で、

正月の松飾やしめ縄、書初めなど

を持ち寄り、それを積み上げて燃

やすという行事です。 

 無病息災や家内安全、五穀豊穣

などを祈るほか、正月に浮かれた

人々を現実世界に戻す、という言

われもあるそうです。子どもたち

は、集めた正月飾りなどに火をつ

けた後、参加された地域の方々の

前で今年１年の決意表明をしまし

た。正月気分から心機一転、今年

１年もがんばってほしいと思いま

す。 

 最後には、お楽しみのどんど焼き

の火で焼いたお芋とお餅、ぜんざ

いを食べて、みんなで舌鼓を打ち

ました。 

子どもたちが語り継ぐ 熊野古道語り部ジュニア 
 １月22日（金）、田辺市教育委員

会主催で熊野古道語り部ジュニア

の発表会が行われました。 

 語り部ジュニアの取組は、世界遺

産登録10周年を機に平成26年度

からスタートし、校区に熊野古道を

含む小中学校が、その古道や地域

の歴史について調べ学習等を行っ

てきました。 

 今回はその成果を発表する場。

小中学校が連携し、校区内にある

熊野古道について、小学生が日本

語で、中学生が英語で話します。

長野小学校は、三栖小学校、衣笠

中学校と連携し、三栖から続く長尾

坂から潮見峠までの道について発

表しました。 

 満員の紀南文化会館大ホールで

の発表でしたが、小学生たちは秋

の学習発表会で見せてくれたよう

な素晴らしい発表を披露してくれま

した。 

 一連の取組を通じ、子どもたちは

自分たちの地域に素晴らしい財産

があることを知り、地域への関心や

愛着、誇りが育まれたように感じま

す。 

 この発表会をゴールではなくス

タートと考え、子どもたちの取組や

関心を、これからの地域での活動

につなげていきたいと思います。 
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三栖谷親睦ソフトバレーボール大会を開催しました！ 

 先月号でお知らせした熊野古道

をテーマにした連続講座がスタート

しました。 

 計４回の講座を通じて熊野古道

について学ぶとともに、これからの

地域づくりにどのように取り組んで

いくかを考えるきっかけになればと

考えています。 

 第１回目の講座は1月28日（木）、

市文化振興課の中川さんをお招き

し、熊野古道（長尾坂・潮見峠越）

についてご講義いただきました。 

 潮見峠越はどのような時代に、ど

のような人たちに利用されたのか、

また、そこに残る文化財にはどん

な背景があるのかなど、過去の文

献や地図などをもとにお話いただ

きました。 

 一つご紹介すると、西国三十三

所巡礼が盛んとなる17世紀以降

は、多い年で3万人ともいう西国巡

礼者が熊野を訪れ、専らこの潮見

峠越が利用されたそうです。 

 講座には多くの方にご参加いた

だき、質疑応答の時間も議論が深

まりました。長野小学校でも講座の

お知らせをしてくださり、５，６年生

の子どもたちが保護者の方を一緒

に参加してくれました。語り部ジュ

ニアの取組で、熊野古道について

の学習を進めていたこともあり、興

味深く話を聞き、質問を投げかけて

くれる子もいました。大勢の大人の

中で物怖じせず質問できる様子に

感心を覚えました。 

 ご参加いただいた皆さんありがと

うございました。講座は第４回まで

続きますので、引き続きご参加い

ただければと思います。 

今後の予定 
 

第２回 

「熊野古道の観光につい

て学ぶ」 

日時：2月4日（木）19時～ 

場所：町内会館清瀧 

 

第３回 

「潮見峠越を歩く」 

日時：2月11日（木）9時～ 

場所：町内会館清瀧 

 

第４回 

「これからの地域づくりを

考える」 

日時：2月18日（木）19時～ 

場所：町内会館清瀧 

熊野古道について学ぶ 

 １月24日（日）、三栖谷親睦ソフト

バレーボール大会を開催しました。 

 今年は三栖・長野・万呂の公民

館区から10チームが参加。 

 まずは２つのリーグに分けて５

チーム総当りの予選リーグを行い､

その成績に応じ、上位の部と下位

の部に分けた決勝トーナメントを行

いました。 

 大会は和気あいあいとした雰囲

気の中で進められ、後半になるほ

ど拮抗した試合が繰り広げられま

した。寒波の押し寄せる１日でした

が、ハードな試合展開に汗を流す

人たちも。 

 運営については至らぬ点もありま

したが、参加チームの皆さんにご

協力いただき、無事終了すること

ができました。ご参加、ご協力いた

だいた皆さんありがとうございまし

た。 

 大会の結果は以下のとおりで

す。 

 

☆上位の部 

  優  勝  まさめっぽ（三栖） 

  準優勝  次元（長野） 

  ３  位  ルパン（長野） 

☆下位の部 

  １  位  ＭＯＯ（万呂） 

  ２  位  広Ｂ（三栖） 


