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大勢のご参加を 

お待ちしています  第14回 中部公民館地域運動会 

日 時 10月18日（日）午前10時開会～午後３時閉会 
 ※雨天の場合は、同日午前10時から（午前中で終了予定）田一小体育館で開催します。屋内シュー

ズをご持参ください。 

場 所 田辺第一小学校グラウンド 
   ※駐車場はありません。徒歩または二輪車でお越しください。 

主催／中部公民館地域運動会実行委員会 

１．開会式（午前10時から）   

２．種 目 

【午前の部（午前10時20分）】 

 ①運だめし競走 ※ 

 ②さかなつりレース ※ 

 ③きれいにしましょう  

 ④ざるひき競走 ※ 

 ⑤グラウンドゲートゴルフリレー 

 ⑥○×クイズ ※ 

 （昼休憩） 

  

【午後の部（午後1時から）】 

 ⑦玉入れ 

 ⑧力を合わせて ※ 

 ⑨つなひき 

 ⑩おみやげ競走 ※ 

 ⑪スプーンリレー 

 ⑫弁慶おどり ※ 

（雨天の場合は※印の種目のみ） 

３．閉会式（午後２時30分から）   
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■会  期：第１期・10月９日(金)～10月11日(日) 洋画･写真･陶芸･日本画･工芸 

      第２期・10月16日(金)～10月18日(日) 書・彫塑・生花 

■開催時間：午前９時から午後７時まで（各期最終日は午後５時まで） 

■開催場所：紀南文化会館（小ホール・研修室・展示ホール） 

      ※第１、２期共通 

■主  催：田辺市・田辺市教育委員会 

■主  管：田辺市美術展覧会運営委員会 

■お問合せ先：田辺市教育委員会 文化振興課(文化振興係) 

       Tel： 0739 (26) 9943  Fax：0739（25）6029 

◇各種大会の結果 

 前回、郡総合体育大会の結果について紹介しまし

たが、今回、県・近畿・全国総合体育大会及び文化

部の大会結果について紹介します。 

＊県中学校総合体育大会 

◇体操部   

 男子団体総合   １位  （近畿大会出場） 

 女子団体総合    ２位  （近畿大会出場） 

 男子個人総合   １位  ２年  中  開紀 

       〃         ４位  ３年  上村昌臣 

       〃         ５位  ３年  高岡佑槙 

       〃         ６位  ２年  松田治樹 

  男子種目別  ゆか  １位  ３年  今岡一斗 

                  ２位  ２年  中 開紀 

                  ３位  ２年  松田治樹 

            跳馬  １位  ２年  中  開紀 

              鉄棒  １位  ２年  松田治樹 

                    ２位  ２年  中  開紀 

                    ３位  ３年  今岡一斗 

              あん馬３位  ２年  中  開紀 

 女子個人総合    ６位  ３年  芝峰菜樹彩 

◇陸上部    

  共通男子1500ｍ    ２位  ２年  井澗翔太 

                             （近畿大会出場） 

◇柔道部   ５０㎏級 ３位  ３年 山本雄大 

           ９０㎏級  ３位  ３年 亀井克明 

◇相撲部  

 団体総合 ３人制 ３位 

        ５人制 ３位   （近畿大会出場）                   

 個人ベスト８  １年  串上 昇（近畿大会出場）              

 個人ベスト８  ３年  橋本 悟（近畿大会出場）                               

＊近畿中学校総合体育大会 

◇体操部 男子団体総合 ４位 

         女子団体総合 ８位 

        男子個人総合  ７位  ２年 松田治樹 

               （全国大会出場） 

＊和歌山県吹奏楽コンクール 「小編成の部」 

◇ブラスバンド部    金賞、県知事賞 

         （関西吹奏楽コンクール出場） 

＊関西吹奏楽コンクール 「小編成の部」 

◇ブラスバンド部  銀賞                   

  現在、各クラブとも３年生が引退したあと、１、 

２年生は新キャプテンのもと、新しいチームで１０ 

月１７日（土）から始まる新人大会に向け練習に励 

んでいます。夏の大会をもとにさらに健闘してくれ 

るものと期待しています。 

◇体育大会を開催しました 

 去る９月１３日、「Ｌｉｎｋ Ｌｉｎｋ ～仲間 

とつなぐ笑顔の輪～」をテーマに第６７回体育大会 

を開催しました。 

 たくさんの保護者、地域のみなさま方にご参加い

ただき、生徒たちに温かいご声援をいただきました

ことお礼を申しあげます。生徒たちもたいへん励み

になりました。 

 

   

 

『生きている喜び』 
日  時：平成27年11月１日（日） 午後２時10分～午後３時10分 

場  所：明洋中学校体育館 ※駐車場は田辺市立弓道場 

講  師：柳岡 克子（やなおかよしこ） 

内 容：仮死状態で生まれ、両手足に重度の障害を持ちながら過ごしてきた様々な人生経験を 

     もとに、病気をして命の尊さ、家族や友人の大切さを感じたことなど『生きている喜び』を 

     テーマにご講演いただきます。命の大切さについて、熱く語る感動の60分。 

対 象：中学生、保護者、地域の方 

主  催：明洋中学校・明洋中学校育友会・中部公民館・西部公民館・芳養公民館 

問合せ：明洋中学校（℡：22-5410） 中部公民館（℡：22-0009） 
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   輝け！地域の未来塾 あそびの連続講座     

 

 

平成２７年１０月からマイナンバー制度が始まります 

１０月から、各世帯に簡易書留郵便で、ご家族一人ひとりの12桁の個人番号が記載され

た「通知カード」 が送られてきます。 

平成２８年１月から、様々な手続で必要になりますので、捨てたり、

失くしたりしないようご注意ください。 

【お問合せ先】マイナンバーコールセンター  

       ０５７０（２０）０１７８（全国共通ナビダイヤル） 

【市担当課】 田辺市役所情報政策課 (２２) ９９１７（直通） 

明るい笑顔まちいっぱい運動 あいさつ・声かけ運動定期運動日程 

 
１０／１（木） １１／２（月） 

時間：午前７時30分～8時 場所：田辺第一小学校 正門及び裏門前ほか 

学校・家庭・地域が一体となった安全なまちづくりを進めるため、みなさんの 

ご協力をお願いします。 

田辺第一小学校・中部公民館共催 

第６回大人も子どもも地域作品展 

開催のお知らせと

出展者募集 

田辺第一小学校と中部公民館では、来る11月

14日(土)・15日(日)の両日、「大人も子どもも

地域作品展」を開催します。 

 この作品展は、田辺第一小学校図工展と中部

公民館地域作品展を合同で開催するものです。 

 地域のみなさんにおかれましては、日ごろの

文化活動や個人の趣味の成果をこの機会にぜひ

ご披露ください。 

 中部公民館区在住・在勤であれば個人・団体

を問わず出展できますので、どしどしお申込み

ください。 

◆趣 旨 

学校・地域のみなさんの文化活動や趣味の 

作品発表の場をつくることで、世代間・地域間

の文化交流の輪を広げます。 

◆日 程 

 11月14日（土）〜15日（日） 

・11月14日は午前10時〜午後５時 

・11月15日は午前10時〜午後４時 

◆会 場 

田辺第一小学校及び中部公民館 

（上屋敷一丁目２－１） 

対 象（大人の方の対象者） 

中部公民館区在住・在勤の方（団体も可） 

【館区町内会(20 町内会)】上屋敷、中屋敷町、 

下屋敷町、南新町、北新町、本町、栄町、片町 

今福町、福路町、紺屋町、小泉、八幡町、会津町 

山手町、湊本通、あたご、駅前、駅前新通 海蔵寺 

◆出展物 

絵 画、押 し 花、ち ぎ り 絵、陶 芸、書、編 物、  

生花、木工作品、写真、その他… 

（作品によっては事務局の判断により出展をご遠

慮いただく場合があります。） 

◆展 示 

 作品搬入を含め、申込者各自で展示していただ

きます。準備日程等詳細につきましては、締切後 

あらためてご案内いたします。 

（作品の搬入・展示は11⽉13⽇（⾦）の午後１時

からになります。） 

◆出展の申込み 

 住所、氏名、団体名、電話番号、出展物の種

類、作品名及び出展数をご記入のうえ、ハガキま

たはファックスで、下記までお申込みください。

※電話での申込みはご遠慮ください。 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

◆申込締切 11 ⽉４⽇（水） 必着 

申 込 先 

〒646-0036 

田辺市上屋敷一丁目２－１ 

田辺市中部公民館 

TEL 22-0009  FAX 34-2914 

第第44５回５回  紀州てまり作品展を開催します紀州てまり作品展を開催します  
 

 ｢紀州てまり｣の歴史は江戸時代までさかのぼり、初代藩主である徳川頼宣のころから伝えられて 

います。その後、他の産地には類のない毬（まり）があることに気づいた、紀州てまり趣味の会の 

久山雪雄氏が、旧家が所蔵している毬や神社仏閣に奉納されている毬を解明して「紀州てまり」と 

命名されました。紀州てまりは、色あざやかな絹糸によって模様を描くのが特徴です。 

紀州てまり独特の美しさをこの機会にぜひご覧ください。 
 

と き：10月10日（土）から12日（月）午前9時から午後5時（12日のみ午後４時終了） 

ところ：中部公民館 大集会室 

主 催：田辺市中部公民館 紀州てまり趣味の会  

後 援：田辺市文化協会 

お問い合せ：田辺市中部公民館  

TEL ２２－０００９ 

―親子で育むイメージの世界― 

 ６回に渡る連続講座は、９月13日（日）をもちまして無事終了いたしました。４月に実行委員会を結成してか

ら終了までは、約半年間の長期にわたる連続企画でしたが、毎回、対象年齢を設定し、その発達段階に適切

な質の高いあそび（学び）を提供しようと、実行委員が一丸となって取り組んできた企画でした。 

 企画会議では、未就学児とその親を対象にすることはすぐに決まったものの、「当日の進行はどうする」「準備

はどうする」「案内チラシの構図はどうする」などと、毎回、活発な議論が繰り広げられました。 

 その結果、６月からスタートした連続講座には、多くの親子が公民館に集い、あそびを通して親子の絆を深め

ながら、 普段の生活では味わえない、特別な体験をしました。 
 

 身体を使った「リズムあそび」、静かに集中する「読み聞かせ」、公民館の 

大集会室いっぱいに、どんどん道を広げて作った「自分たちだけのまち」、 

そして最後は、あそびのプロ集団アフタフ・バーバンによる、劇あそび「魔法

の森の招待状」と、一つひとつの講座に講師やスタッフのメッセージが込め

られていた素敵な内容でした。 
 

 参加した方からは、「楽しかったです。また企画してください」をはじめ、 

「子どもがこんなに喜んでいるのを初めて見ました」「子どもの違う一面を見

ることができた」などの感想が寄せられました。この感想からも、子どもたちは

多くの他人と接することで、「感じ、気づき、考え」そしてひと回り大きく成長し、

親は子の成長や発達に気づくことが出来た良い機会だった思います。 
  

 今回の連続講座を実施するにあたり、ご支援、ご協力をいただいた、すべて

のみなさんに感謝するとともに、参加していただいた親子にとって、良い思い

出となれば幸いです。 ありがとうございました。 

         田辺市中部公民館 実行委員会TUBE スタッフ一同 

第１回 表現あそび 

第５回 道をつくろう 

大盛況のうちに終了 


