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７／１（水） ※８月のあいさつ・声かけ運動は実施しません。  
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 

 平成27年度 中部公民館事業計画が決定 

 ５月28日に、中部公民館協力委員会を開催しました。 

 中部地域の町内会長、婦人会長をはじめ各種役員のみなさんにご審議いただきました結果、次のとおり  

今年度の事業計画が決定いたしました。 

 今年度も、「中部公民館区運動会」、「大人も子どもも地域作品展」、「人権学習会」、及び「グラウン

ドゴルフ大会」など、各種事業の開催を予定しています。 

 今年度は、田辺市生涯学習計画に基づいて地域のみなさまのご協力により策定いたしました「中部地域 

生涯学習計画」の後期計画の三年目にあたります。この計画を、円滑かつ確実に進めていけるように取り 

組んでいきます。 

 中部公民館が実施するすべての事業は、地域のみなさまと田辺第一小学校のご理解とご協力なくして進め

ることができません。各事業開催や活動実施の折には、地域の大勢のみなさまのご参加をお願いします。 

１．人と人、つながる地域づくり 
 

【学社融合の推進】 

 ・田一小・中部公民館地域学社融合の推進 

（田一小・中部公民館地域合同作品展「大

人も子どもも地域作品展」の開催を含む） 

・授業やクラブ活動などの学校活動への地域

の教育力の活用 

【交流の促進】 

 ・中部公民館区運動会の開催 

 ・グラウンドゴルフ大会の開催（秋季・春季） 

 ・あいさつ運動の推進 

 ・立ち入りやすい公民館環境の整備 

【情報提供の推進】 

 ・地域情報・学習情報コーナーの設置 

 ・公民館だよりを定期発行（年間12回）し、   

  地域・学校活動の紹介など各種情報の充実 

２．人と人、学ぶ地域づくり 

【学習機会の充実】 

 ・サークルの開催及び指導・協力 

【現代的課題や地域課題の解決に向けた取り組み】 

 ・防災学習会の開催・健康教室の開催 

【地域資源を生かした取り組み】 

 ・一部事業について、公民館長と主事だけではな

く、地域の方々と共に企画委員会を設けて検討 

【読書活動・環境の充実】 

 ・図書コーナーの充実 

 ・本を通じた大人と子どもの学習活動の展開 

 

３．人と人、大切にする地域づくり 
【人を大切にする学習の推進】 

 ・町内会ごとに、それぞれの地域課題や要望に 

応じたテーマでの人権学習会を推進 

中部公民館地域運動会、地域作品展の日程 

第14回 中部公民館地域運動会    10月18日（日） 

第６回 大人も子どもも地域作品展  11月14日（土）・15日（日） 

 

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 

 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。 

講演会のお知らせ 
平成27年度情報リテラシー学習会「e-ネットキャラバン」 

～ケータイやパソコンを安心、安全に使うことを学ぶ講座～ 

日  時：平成27年７月６日（月）午後１時40分～午後２時40分 

場  所：東陽中学校体育館 

講  師：川瀬 基公子（総務省 近畿総合通信局 情報通信部 電気通信事業課 利用環境担当） 

内  容：一般財団法人マルチメディア振興センターが講師を派遣して行うe-ネット安心講座。 

     携帯依存、ネットいじめ、ネット誘引、ネット詐欺など生活に迫る危機の実態を正しく知り、予防 

    と対策法を学びます。 

対 象：中学生、保護者、地域の方 

主  催：東陽中学校・東陽中学校育友会 

    東部公民館・中部公民館・南部公民館・ひがし公民館 

問合せ：東陽中学校（℡：22-6149） 

東陽中学校・学校だより 

７月号 平成２７年６月２６日 

『公民館併設型の中学校における学社融合事業の推進 

 本校と東部公民館、南部公民館は、本年度より三か年、田辺市教育委員会から田辺市教育研究校指定を 

受けました。この研究指定は、学校と公民館が連携して学社融合の推進を図り、学校の教育活動と生徒の 

学習活動を充実させていくことを目的とした取り組みです。これまでの学社融合の取り組みを見直し、さら

に充実・発展させるとともに、新しい取り組みも実践していきたいと考えています。保護者のみなさま、 

地域のみなさま、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。  

学校支援ボランティア 
 昨年度より、学校支援ボランティアの方々に協力

していただく取り組みを始めています。今年度も次

の取り組みを始めています。 

【図書ボランティア】 

 図書室の本の整理を中心とした作業に、４名の図

書ボランティアの方々が取り組んでくれています。

新刊図書、既存の図書の分類整理、おすすめの本の

紹介など、図書室の環境づくりを行ってくれていま

す。 

【家庭科の調理実習】 

 ２年生の家庭科の調理実習に、地域の方々が協力

してくれています。６月２日(２年生２組)、６月４

日(２年生３組)の「地域の食材を生かした調理」の

授業に、磯間地区の方々(お魚ママさん)８名が協力

してくれました。生徒たちは、「魚の三枚おろし」

を体験しました。２学期には、昨年度から指導して

くれています東部公民館内の地域の方々に協力して

いただいて、２年１組と２年４組の調理実習を行う

予定にしています。 

【バラ園整備作業】 

 学校の中庭にバラが植えられていますが、かつて 

のきれいなバラ園を復活させたいということを 

目標にバラ園整備作業を開始しました。１年生３

クラスと地域の方々に参加していただき、３時間

の作業を行いました。中庭の円形花壇からのバラ

の移植、円形花壇を掘り起こして肥料を入れる 

土地改良、新しいバラの苗植えを行いました。 

 ３時間の作業では足りない作業は、６月２０日

(土)に地域の方々が行ってくれました。６月２３

日(火)に、中庭の円形花壇と生徒用玄関の花壇に

新しいバラの苗が植えられました。整備計画、 

整備作業手順の作成、当日の作業まで、たくさん

の地域の方々にご協力をしていただきました。 

また、１年生もクラスごとに、それぞれの仕事を

一生懸命に行うことができました。 

◎バラ園の整備作業を終えて(生徒の感想から) 

 バラの作業をして、私はよかったと思います。

公民館の方々と一緒になって中庭をバラできれい

にするということは、道徳で勉強した「町内会デ

ビュー」の話と似ています。だから、あの話のよ

うに公民館の方々と協力し合い、一つのことに取

り組むことができたと思います。この作業のよう

に、もっともっといろんな場面で公民館の方々と

協力し合っていきたいです。(１年女子) 
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―あそびの連続講座 ③― 

    ～日本のおはなし～  
日  時： ７月12日（日） 11：00～11：30   

対  象： ４才から小学１年生と保護者20組 

場  所： 中部公民館  

講  師： マメ子おはなしの会会員 

しめきり：７月５日（日）必着 

―あそびの連続講座 ④― 

    ～外国のおはなし～  
日  時： ８月２日（日） 11：00～11：30   

対  象： ４才から小学１年生と保護者20組 

場  所： 中部公民館  

講  師： マメ子おはなしの会会員 

しめきり：７月21日（火）必着 

    思いを込めて 国体てまりを寄贈 

 ６月18日に田辺市役所三階の市長室で、国体てまりの寄贈式を挙行しました。 

 昨年度から、紀州てまり趣味の会の会員及び多くの製作ボランティアのみなさん 

にご協力をいただき、製作を続けてきた国体選手に贈るための紀州てまりを、同会 

の竹内会長が代表して、田辺市長に直接手渡しました。 

 構想から約２年がかりの事業でしたが、みなさんのご協力のお陰で無事に終え 

ることができました。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

公民館であそぼう！ ｢おはなし編｣  
   ―親子で育むイメージの世界―   

『おはなし聞かせて！』 
 

  本を読むことは、子どもの中に眠っている様々な感情や感覚を呼び起こし、実生活の 

   体験で得ることのできない刺激を体感できるといわれます。周りにいる私たち大人が、 

                子どもたちに、より良い本やおはなしに出会える機会を作り、子どもたちが自分の力で 

                明るい将来を切り開いていけるお手伝いが出来ればうれしいと考えています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み： 参加する方の、住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望の講座名を明記のうえ、往復はがき 

       FAX・メールのいずれかにて、下記の宛先まで申込んでください。 

      ※公民館で直接申込むことも出来ます。 

       なお、 応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。 
    

            宛先：６４６－００３６ 田辺市上屋敷一丁目２－１ 田辺市中部公民館 

                     ＦＡＸ：０７３９-３４-２９１４    Ｍａｉｌ：tyubu.ko@city.tanabe.lg.jp  
                  ※しめきり後三日以内に、当選者のみにご連絡いたします。 

 

     

 

 躍動感 魅了する紙人形展 
～紙人形趣味の会 活動の集大成～ 

 中部公民館サークル「紙人形趣味の会（以下趣味の会）」は、会員の減少と高齢化に伴い、活動を継続する

ことが困難な状況となり、平成２７年３月末をもって止むなく解散するに至りました。趣味の会は、昭和５５

年（1980年）に発足し、昭和の終わりのころには２０名余りの会員が市内外から集い、歴代講師の指導のもと

楽しみながら紙人形の製作を学んできました。 

 趣味の会の紙人形は、和紙を手作業で加工し、平安時代から明治時代ま

での各時代の文化、行事、風俗及び生活様式等を通して、当時をしのぶ 

人物像を表現したものです。その精巧緻密な作品は、まるで今にも動き出

しそうな躍動感に溢れ、観る者を魅了します。 

 同会は人形の製作以外に、作品の展示等にも積極的で、平成５年５月か

ら市役所二階のロビーに展示している「武蔵坊弁慶 熊野水軍 出陣行列」

などの大作を生み出してきました。みなさんも一度はご覧になったことが

あるのではないでしょうか。 

 今回、その三十五年間の活動の集大成として、下記の日程で展示会を開催することになりました。 

 展示する作品は、歴代講師が製作した秀作ぞろいです。みなさんのご来館をお待ちしております。 

 期 間：７月１日（水）から７月11日（土）まで（４日、５日を除く） 

 時 間：午前９時から午後５時まで ※最終日の展示は正午まで。午後３時終了 

 場 所：田辺市中部公民館 ロビー 
 ※作品展終了後、展示した作品を希望者に無料で差し上げます。 

 問合せ先：田辺市中部公民館（２２－０００９） 

（作品：たまずさ） 

田辺湾クリーン作戦を実施しました 
 ５月30日に、田辺湾沿岸地域で平成27年度田辺湾クリーン作戦が実施されました。 

 当日は、暑い中の作業となりましたが、中部公民館地域でも大勢の方々が参加、

会津川左岸河口付近を中心に多くのごみを集めました。 

 また、今年も田辺第一小学校の子どもたちがこのクリーン作戦に多数参加、地域

の大人と一緒に懸命に作業し、汗にまみれた子どもたちの顔には、クリーン作戦の

目的とその大切さをかみしめた満足感が表れていました。 

 ご参加いただいたみなさん、ご協力ありがとうございました。 

八幡町町内会人権学習会 ～高速道路は「命の道」～ 

 ６月12日に、八幡町町内会館において、人権学習会を開催いたしました。 

 講師に、国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 調査第二課 

加藤康弘 建設専門官をお招きして、地域を支える『命の道』をテーマに 

ご講演いただきました。 

 主な内容は、私達の身近にある高速道路が、大規模な災害が発生した際や

救急搬送などの緊急時に、地域のみなさんの命を守るために果たす役割に  

ついてでした。その先例として、東日本大震災での道路復旧作業や救助活動

の支援など、高速道路がまさに命の道であったことを教えていただきました。 

 学習会の終わりに「これからの季節は、突然の豪雨など予期しない災害も発生します。新しい高速道路の 

完成を楽しみにしながらも、いざ災害が発生したときに備える気持ちを忘れないでおきましょう。」と、 

山際副会長が挨拶。八幡町内会の自治・防災意識がさらに高まったように感じました。  
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主催：中部公民館 

中部公民館読み聞かせサークル｢リーブル｣ 

 昔、おばあちゃんが話してくれたような、やさしい語りのおはなしは暖かく心に 

しみ入ります。夏の夜、一緒におはなしを楽しみませんか？ 

 おはなし、本の読み聞かせ、そしてお部屋がちょっぴり暗くなる"光る"シアターもあ

りますよ。 みんな、来てね！ 

と き ７月17日（金）夜７時より(１時間程度) 

ところ 中部公民館大集会室（田辺第一小学校内） 

（おはなし・絵本の読み聞かせ・ブラックライトパネルシアターを予定） 

・申込不要です。・プログラムは小学生を対象としています。 

《保護者の方へ》お子さまだけでの参加はできますが、お子さまの送り迎えはお願いします。 

 問合せ先：田辺市中部公民館℡22-0009 

 


