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子ども茶道教室（芳養児童センター） 

 

子どもクッキング教室（芳養児童センター） 



１．活動方針 

 

 学校・家庭・地域社会と連携を図り、地域における子どもの安全確保と健全育成の場として子ども

の居場所づくりに努める。 

各種活動や遊びを通して、健康を増進し情操を豊かにすることを目的に、次のことを推進する。 

 

【１】 子どもを育成する活動 

  「遊び」を通して、子どもを健全に育成する活動を推進する。 

  そのため、放課後や休日に定例活動や行事等〔野外、スポーツ、文化、学習、奉仕、サークル

活動等〕を行う。 

 

【２】 子育て家庭を支援する活動 

  子育ての中で、悩みや孤立感を感じる保護者に対して、教育相談を行う。 

また、子育て講座を実施し、家庭教育の充実を図るとともに、児童相談所、教育研究所、家庭

教育相談室等の専門機関と連携し、子育て家庭を支援する活動を行う。 

 

【３】 地域活動を推進する活動 

学校や地域の各種団体と連携し、地域ぐるみで子どもを守り育てる活動を進める。特に隣保館

とは緊密に協力し、児童から高齢者がふれあえる活動を進める。また、子どもクラブ等の活動を

支援するとともに、リーダーの育成に取り組む。 

 

【４】 人権教育総合推進事業 

校区全体を視野に入れながら、子どもの基礎学力向上、基本的生活習慣の確立、進路の保障や

地域で子育てを支援するための取り組みをより進める。 

 

２．活動内容 

 

【１】  子どもを育成する活動 

  ・ 野外活動     キャンプ、畑づくり、夏野菜植え、自然観察体験、天神崎クリーン作戦に 

参加、わくわくお泊り体験会 

 ・ スポーツ活動  グランドゴルフ大会、ちびっこ相撲大会、キンボール教室、運動教室、ス

ポーツ遊び、卓球 

 ・ 文化活動    料理教室、おやつ作り、工作教室、オセロ大会、フェスティバル、児童館

祭り、英語で遊ぼう、外国の文化にふれよう、おり紙教室、生花教室、お

はなし会、茶道教室、七夕の飾り付、クリスマス会、チャレンジ教室、子

どもクッキング 

 ・ 学習活動    計算教室、国語教室、自主学習 

 ・ 奉仕活動    保育所及び幼稚園への訪問、熊野古道ウォーク（道普請） 

 ・ サークル活動  中学生クラブ 



【２】 子育て家庭を支援する活動          

・ 教育相談 

・ フリースペースちびっこ（親子の部屋） 

・ 家庭訪問 

・ 保護者との話し合い 

                           

【３】 地域活動を推進する活動 

・ 子どもを守る体制づくりの推進           

・ 子どもクラブ等の支援                             

・ リーダー育成              ちりめんモンスターを探そう（末広児童館） 

・ 生涯学習課等関係機関との連携・協力体制の構築 

 

【４】 人権教育総合推進の実施 

・ 新赴任者研修会 

・ 人権意識の高揚（障害者・お年よりとの交流） 

・ 基本的生活習慣の確立（あいさつ励行、正しい言葉使いの指導） 

・ 進路指導 

・ 子育て講演会 

・ 教育講演会 

・ 乳幼児教室 

・ 親子料理教室    

                                   

【５】 指導体制の充実 

・ 児童厚生員研修へ参加する等、職員の資質の 

向上に努める。 

 

【６】 情報発信 

・ 児童館だよりの発行               外国文化にふれよう（末広児童館） 

・ 田辺市ホームページへの掲載 

・ 各種案内の発行                                   

 

                        施設利用状況（年間延べ人数） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

芳養児童センター   ４，６５０人   ８，２７５人   ８，２６８人 

末広児童館 １０，４７８人 １０，２９７人 １２，８３８人 

天神児童館 ９，６１０人 １２，１７３人  ９，６７１人 

 

 

 

 



３．施設概要 

芳養児童センター 

住所       〒６４６－００５６ 田辺市芳養町１７２５番地の２８ 

館長名      切本  満 

職員数      職員２名、臨時職員１名 

建物延べ面積   ５２６．５㎡ 

敷地面積     ８３７．４㎡ 

構造       RC 二階建 

開館年月日    昭和５０年９月１日 

施設内容     事務室、図書室、遊戯室、学習室、集会室、調理室 

開館時間     午前８時３０分～午後５時１５分 

         （６月１日より８月３１日までは 午前８時３０分～午後６時） 

休館日      毎週日曜日、国民の祝日 

 

末広児童館 

住所       〒６４６－００３８ 田辺市末広町１５番３３号 

館長名      大門 義昭 

職員数      職員２名、嘱託職員１名 臨時職員１名 

建物延べ面積   ９１９．９㎡ 

敷地面積     ６７９㎡ 

構造       RC 三階建 

開館年月日    昭和５１年７月１日 

施設内容     事務室、ホール２室、図書室、遊戯室、保育室、学習室、集会室 

開館時間     午前８時３０分～午後５時１５分 

休館日      毎週日曜日及び月曜日、国民の祝日 

 

天神児童館 

住所       〒６４６－００５０ 田辺市天神崎１７番２４号 

館長名      田中 久雄 

職員数      職員２名、嘱託職員１名、臨時職員１名 

建物延べ面積   １，０６８．２㎡ 

敷地面積       ７２４．３㎡ 

構造       RC 三階建 

開館年月日    昭和５２年５月５日 

施設内容     事務室、保育室、工作室、家庭室、音楽室、研修室、図書室、体育室 

開館時間     午前８時３０分～午後５時１５分 

休館日      毎週日曜日及び月曜日、国民の祝日 

 

 



４．運営協力委員名簿 

芳養児童センター運営協力委員名簿       末広児童館運営協力委員名簿 

（任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日） （任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日） 

氏  名 備   考       氏  名 備   考 

吉田 寛之 崖町内会 出羽 賢幸 末広町内会会長 

酒田 美恵子 崖町内会 天満 大二 末広町内会三区区長 

桐山 卓也 崖町内会 廣田 敬則 田辺第二小学校校長 

川上  渚 崖町内会 木下 和臣 東陽中学校校長 

山崎 安一 芋町内会会長 堀  正道 南部地区民生児童委員協議会会長 

木下  恵 境町内会会長 山﨑 眞弓 民生児童委員 

新谷 潤一 田中町内会会長 田上 久仁子 民生児童委員 

山口 博正 井原町内会会長 山本 勝俊 民生児童委員 

濱本 哲弘 井原町内会 北山 裕規 子どもサポートネットみらい副会長 

西谷 真紀 主任児童委員 高垣 陽一 末広楽友会会長 

泉  京子 芳養公民館館長 廣畑 昌稔 末広子ども会保護者会長 

竹本  靖 芳養校区子どもクラブ校区長 森本 泰弘 南部公民館館長 

小山 敏幸 芳養小学校校長 出羽 豊男 田辺町内会連絡協議会南部ブロック長 

高垣  誠 明洋中学校校長 那須 悟史 東陽中学校育友会末広地区長 

岡崎 千登世 はやざと保育所所長 山﨑 さゆり みどり保育所所長 

 梅田 陽子 田辺第二小学校学習支援推進教員 

 嵯峨 昭仁 東陽中学校学習支援推進教員 

 中村 由紀 みどり保育所家庭支援保育士 

 藤五 好子 南部地区主任児童委員 

 加藤 美智代 南部地区主任児童委員  

天野 拓士 田辺第二小学校育友会役員 

上村 佳久 東陽中学校育友会役員 

原  芳人 みどり保育所保護者会 

亀田 千里 なんぶ学童保育所主任 

 

西部サマーキャンプ（天神児童館）         外国の文化にふれよう（天神児童館） 



天神児童館運営協力委員名簿   

              （任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日） 

氏  名 備   考 

家根谷 覚 田辺市町内会連絡協議会西部ブロック長 

天神町内会長 

山林 正英 田辺第三小学校育成会会長 

柳岡  勝 天神町内会副会長 

太田 富久 益穂町内会会長 

谷川 元吉 立戸町内会会長 

津上 俊治 シーサイド天神崎町内会会長 

出井 敦子 西部子どもクラブ会長 

岡  千文 天神子ども会会長        

前田 重美 西部老人クラブ連合会会長 

加藤 智子 西部民生児童委員協議会会長 

前田 司枝  西部民生児童委員協議会副会長 

中井 富雄 知識経験者 

松下 英則 知識経験者 

大西 正一 知識経験者 

坂本 壽己 知識経験者 

中井 富男 知識経験者 

宮本 博文 西部子どもエンパワーメント支援事業推進委員会会長 

出口 雅史 西部子どもエンパワーメント支援事業推進委員会副会長 

田中 真照 ユースネットワーク 

中島 敦子 南松原集会所 

髙地 勝司 西部公民館館長 

高垣  誠 明洋中学校校長 

谷本 敬介 田辺第三小学校校長 

池田 眞佐美 もとまち保育所所長 

 

 

 

 

 

 

 

 


