
    

両日 11/26（土）～27（日） 

1 階フロア                                                     

      

 

2 階フロア  

  

 

他会場のイベント 

＜南方熊楠顕彰館＞ 

  ℡0739-26-9909 

 ★11/26（土）10:00～17:00 

～～～～    生涯学習フェスティバル特別公開生涯学習フェスティバル特別公開生涯学習フェスティバル特別公開生涯学習フェスティバル特別公開    ～～～～  

 

①南方熊楠邸特別公開（無料） 

②南方熊楠オリジナルグッズ進呈  

③南方熊楠顕彰館収蔵庫入室体験 ※②③先着 30 名様 

 

 

4 階フロア 

 

 

  

 

 

中学生ボランティア 募集 

 

中学生の皆さん、 

一緒に運営してみませんか？ 

   

「イベント運営をしてみたい！「イベント運営をしてみたい！「イベント運営をしてみたい！「イベント運営をしてみたい！」」」」    

「ボランティアをしてみたい！「ボランティアをしてみたい！「ボランティアをしてみたい！「ボランティアをしてみたい！」」」」    

など、やる気があればＯＫ！ 

 

◇内容 

 受付、案内、各イベント手伝い、売り場の補助 等 

 

◇対象 市内の中学生 

※応募の際は必ず保護者の承諾をもらってください。 

 

◇問 合 せ ℡0739-26-4908 

＜生涯学習課＞ 

 

◇申込〆切 11/17（木） 

 

 

 

 

 

 

 

＜田辺市文化交流センターたなべる＞ 

 ℡0739-22-0697 

 ★11/27（日）14:00～15:00 

～ ス ラ イ ド 劇 場～ ス ラ イ ド 劇 場～ ス ラ イ ド 劇 場～ ス ラ イ ド 劇 場 ～～～～    

            【1F おはなしのへや】 

子どもも大人も楽しめる日本や外国の昔話を 

スライドで上演 

・対象 幼児～大人  定員 30 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スタンプラリー○スタンプラリー○スタンプラリー○スタンプラリー ※先着 25 名   【玄関受付】 

両日  ①10:00～  ②13:00～ 

○○○○田辺工業高校田辺工業高校田辺工業高校田辺工業高校    生徒生徒生徒生徒作品展示作品展示作品展示作品展示                    【玄関】 

○○○○世界遺産「紀伊山地の霊場と世界遺産「紀伊山地の霊場と世界遺産「紀伊山地の霊場と世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道参詣道参詣道参詣道」に追加登録！」に追加登録！」に追加登録！」に追加登録！    

    「「「「鬪雞神社・北郡越・長尾坂・潮見峠越・赤木越鬪雞神社・北郡越・長尾坂・潮見峠越・赤木越鬪雞神社・北郡越・長尾坂・潮見峠越・赤木越鬪雞神社・北郡越・長尾坂・潮見峠越・赤木越」」」」    

○狂犬病予防・動物愛護の啓発○狂犬病予防・動物愛護の啓発○狂犬病予防・動物愛護の啓発○狂犬病予防・動物愛護の啓発        ＜田辺保健所＞    

○○○○浄化槽管理者講習会浄化槽管理者講習会浄化槽管理者講習会浄化槽管理者講習会およびおよびおよびおよび浄化槽の仕組浄化槽の仕組浄化槽の仕組浄化槽の仕組等に等に等に等に    

ついてのパネル展示ついてのパネル展示ついてのパネル展示ついてのパネル展示        ＜和歌山県水質保全センター＞    

※講習会【診察室 3】11/26(土)14:00～・27（日）11:00～ 

○人権の○人権の○人権の○人権の花花花花運動運動運動運動    写真コンテストパネル展示写真コンテストパネル展示写真コンテストパネル展示写真コンテストパネル展示    

○花いっぱいの街づくり○花いっぱいの街づくり○花いっぱいの街づくり○花いっぱいの街づくり    ＜花つぼみ＞ 

パネル展示、花苗・球根等の販売 

 【エントランスホール】 

○○○○学童保育学童保育学童保育学童保育所作品展示所作品展示所作品展示所作品展示                                        【廊下】    

○○○○リサイクル展リサイクル展リサイクル展リサイクル展                                【つどいの部屋】 

※抽選会 11/27（日）14:30～ 

★13:00～15:00 

○応急○応急○応急○応急手当体験手当体験手当体験手当体験    

【11/26(土)乳幼児相談室・27（日）検査室】 

心肺蘇生法、AED、応急手当、担架作成体験 

○○○○幼稚園、小幼稚園、小幼稚園、小幼稚園、小・・・・中学校における学社融合の取組紹介中学校における学社融合の取組紹介中学校における学社融合の取組紹介中学校における学社融合の取組紹介    

                                    【会議室 4・廊下】    

○市立幼稚園絵画作品展○市立幼稚園絵画作品展○市立幼稚園絵画作品展○市立幼稚園絵画作品展                                【廊下】    

○市立保育所年長児の絵画展示○市立保育所年長児の絵画展示○市立保育所年長児の絵画展示○市立保育所年長児の絵画展示                        【廊下】 

○○○○よしくまアドベンチャーよしくまアドベンチャーよしくまアドベンチャーよしくまアドベンチャー＜環境省＞ 【会議室 1】 

吉野熊野国立公園、レンジャーの仕事等の紹介 

○○○○世界遺産追加登録世界遺産追加登録世界遺産追加登録世界遺産追加登録箇所箇所箇所箇所紹介コーナー紹介コーナー紹介コーナー紹介コーナー【相談室 1】 

○○○○リユース広場リユース広場リユース広場リユース広場                                    【相談室 2】 

衣類のリユースやってます。 

○○○○田辺保護司会活動紹介田辺保護司会活動紹介田辺保護司会活動紹介田辺保護司会活動紹介【更生保護サポートセンター】    

○「わたしの○「わたしの○「わたしの○「わたしの町の町の町の町のたからものたからものたからものたからもの」」」」写真展写真展写真展写真展（仮（仮（仮（仮））））    

【廊下・会議室】 

町の日常の風景や残していきたいもの、 

伝えたいもの、思い出のシーンなど 

＜出展：神島高校写真部、東陽中学校＞ 

    

○「わたしの町のたからもの○「わたしの町のたからもの○「わたしの町のたからもの○「わたしの町のたからもの」絵画展」絵画展」絵画展」絵画展    

＆チャリティバザー＆チャリティバザー＆チャリティバザー＆チャリティバザー                    【交流ホール】    

＜紀南ユネスコ協会＞        

申込申込申込申込必要必要必要必要    



ＤＡＹ 1  ★  11/26（土）                                ＤＡＹ 2  ★ 11/27（日） 

  

1 階フロア                           1 階フロア 

                             

  

2 階フロア                                           2 階フロア 

       

  

4 階フロア                                      4 階フロア 

                      

  

西側駐車場 (ふれあい広場)  

 

        

  

★9:30～ 

 オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー     【玄関】 

 

★10:00～15:00  ○○○○「もったいない。捨てる前に活用しよう！」「もったいない。捨てる前に活用しよう！」「もったいない。捨てる前に活用しよう！」「もったいない。捨てる前に活用しよう！」  【診察室 2】 

＜田辺市女性会田辺支部＞ 

リフォーム作品展示、ストラップやその他製作 

 

★10:00～16:00  ○木工体験○木工体験○木工体験○木工体験  【検査室】    

＜南紀子どもステーション＞ 

                

○ジェンと世界のフェイスペイント体験○ジェンと世界のフェイスペイント体験○ジェンと世界のフェイスペイント体験○ジェンと世界のフェイスペイント体験                【保健指導室】    

ハワイから来た国際交流員（ＣＩＲ）のジェンと楽しく交流しましょう！ 

    

    

★9:30～12:00 

○○○○骨粗しょう症予防コーナー骨粗しょう症予防コーナー骨粗しょう症予防コーナー骨粗しょう症予防コーナー    

～骨密度～骨密度～骨密度～骨密度測定と健康相談～測定と健康相談～測定と健康相談～測定と健康相談～                【診察室 1】    

対  象：20 歳以上の女性（田辺市民）先着 70 名程度 

   (昨年度受けていない人を優先) 

募集期間：11/11～定員になり次第〆切 

℡ 0739-26-4901＜健康増進課＞ 

    

○大腸がんクイズコーナー○大腸がんクイズコーナー○大腸がんクイズコーナー○大腸がんクイズコーナー                                                    【廊下】 

 

★10:00～12:00 

○○○○たばこたばこたばこたばこのパネル展のパネル展のパネル展のパネル展                    【廊下】 

    

○○○○歯科相談と口腔衛生指導歯科相談と口腔衛生指導歯科相談と口腔衛生指導歯科相談と口腔衛生指導     【検査室・相談ルーム】    

    

○ブラッシング指導とフッ化物塗布○ブラッシング指導とフッ化物塗布○ブラッシング指導とフッ化物塗布○ブラッシング指導とフッ化物塗布    

幼児～小学生低学年児童  【検査室・乳幼児相談室】    

★10:00～13:00    

○出張肝炎ウイルス検診○出張肝炎ウイルス検診○出張肝炎ウイルス検診○出張肝炎ウイルス検診相談相談相談相談                            【診察室 2】 

＜南和歌山医療センター＞ 

★10:00～14:30 

○元気○元気○元気○元気たなべコーナーたなべコーナーたなべコーナーたなべコーナー『『『『食を食を食を食を考える考える考える考える』』』』    

親子でチャレンジ親子でチャレンジ親子でチャレンジ親子でチャレンジ!!!!!!!!               【栄養相談室】 

レストランごっこで健康教育 

対象：幼児～小学生とその保護者 

★10:00～15:00 

○○○○乳房模型で「しこり」触診体験、活動紹介パネル乳房模型で「しこり」触診体験、活動紹介パネル乳房模型で「しこり」触診体験、活動紹介パネル乳房模型で「しこり」触診体験、活動紹介パネル 

＆熊野本宮大社大鳥居ピンクライトアップ写真展＆熊野本宮大社大鳥居ピンクライトアップ写真展＆熊野本宮大社大鳥居ピンクライトアップ写真展＆熊野本宮大社大鳥居ピンクライトアップ写真展    

＜ピンクリボン紀南＞            【廊下】 

○○○○薬剤師の仕事薬剤師の仕事薬剤師の仕事薬剤師の仕事～調剤体験～～調剤体験～～調剤体験～～調剤体験～                    【保健指導室】 

＜田辺薬剤師会＞ 

○公民館サークル発表○公民館サークル発表○公民館サークル発表○公民館サークル発表                    【交流ホール】 

★10:00～ 三栖公民館三栖公民館三栖公民館三栖公民館        大正琴大正琴大正琴大正琴サークルサークルサークルサークル    

★10:30～ 長野公民館長野公民館長野公民館長野公民館        大正琴サークル大正琴サークル大正琴サークル大正琴サークル    

★11:00～ ひがし公民館ひがし公民館ひがし公民館ひがし公民館    手話サークル“スマイル”手話サークル“スマイル”手話サークル“スマイル”手話サークル“スマイル”        

★11:30～ 東部公民館東部公民館東部公民館東部公民館        舞踊サークル“東舞乃会”舞踊サークル“東舞乃会”舞踊サークル“東舞乃会”舞踊サークル“東舞乃会”    

    

○ミニ銅鐸（○ミニ銅鐸（○ミニ銅鐸（○ミニ銅鐸（どうたく）どうたく）どうたく）どうたく）を作ってみよう！を作ってみよう！を作ってみよう！を作ってみよう！    

    ～～～～    祝祝祝祝    世界遺産追加登録世界遺産追加登録世界遺産追加登録世界遺産追加登録    ～～～～            【相談室 1】 

★①10:30～12:00 ②13:00～14:30 ③14:30～16:00 

 

・対 象：小学 5～6 年生（参加費：500 円） 

・定 員：各回先着 5 名まで 

 

★10:00～15:30 

○田辺市○田辺市○田辺市○田辺市市民活動センター市民活動センター市民活動センター市民活動センター活動活動活動活動紹介紹介紹介紹介とととと    

登録団体による登録団体による登録団体による登録団体による発表発表発表発表        【ボランティアルーム】 

★13:00～15:00 

○○○○ニュースポーツニュースポーツニュースポーツニュースポーツ体験体験体験体験                            【青少年ホール】    

室内ペタンク、カローリング 

★13:30～15:30 

○環境を考える市民の集い○環境を考える市民の集い○環境を考える市民の集い○環境を考える市民の集い            【交流ホール】    

＜田辺市環境美化連絡協議会＞    

①環境保全推進活動表彰式 

②子どもたちによる環境保全活動報告＜田辺中・高 生物部＞    

③環境講演会 「田辺市にもいる？外来生物」    

講師：和歌山県立自然博物館 平嶋主席学芸員    

★10:00～12:00 

○わくわく実験！発明ルーム○わくわく実験！発明ルーム○わくわく実験！発明ルーム○わくわく実験！発明ルーム        ～おかしを作って科学を学ぼう～～おかしを作って科学を学ぼう～～おかしを作って科学を学ぼう～～おかしを作って科学を学ぼう～  【交流ホール】 

＜田辺市少年少女発明クラブ公開講座＞ 

おかし作りには科学がいっぱい。ポップコーンなど簡単なおかし作りを通して「なぜこうなるの？」を 

探ってみませんか。 

・対 象：小学 4～６年生（参加費無料） 

・定 員：20 名（（（（事前予約事前予約事前予約事前予約可可可可）））） 

・申込＆問合せ：℡0739-26-4908＜生涯学習課＞ 

 

 

○「キャンプ広場（シミュレーション○「キャンプ広場（シミュレーション○「キャンプ広場（シミュレーション○「キャンプ広場（シミュレーション）」）」）」）」            【青少年ホール】 

＜ボーイスカウトビーバー隊＞       

 

★10:00～12:00 

○中学生カフェ○中学生カフェ○中学生カフェ○中学生カフェ      【調理実習室】 

 

市内の中学生が発案して作ったスイーツや 

軽食の数量限定販売 

～出店予定～ 

・きぬがさポンチ、梅ずきんちゃんまんじゅうなど 

＜衣笠中学校地域盛り上げ隊＞ 

・東陽バーガー ＜ＴｏＹｏ文芸部＞ 

 

★10:00～14:00 

○女性電話相談○女性電話相談○女性電話相談○女性電話相談    ＜専用℡0739-26-4919＞    

女性が抱えるいろいろな悩みに、女性相談員が電話で 

相談に応じます。 

 

○おしゃべり○おしゃべり○おしゃべり○おしゃべりティーサロンティーサロンティーサロンティーサロン 

【男女共同参画ルーム】    

お茶を飲みながら気軽にお話しませんか。（無料） 

 

★10:00～12:00 

○幸せづくり・○幸せづくり・○幸せづくり・○幸せづくり・パンづくりパンづくりパンづくりパンづくり    

＜講師：田口 明代 氏＞       【調理実習室】    

 

 親子や友達同士でおいしいパンやお菓子をつくりませんか。 

・定  員：先着 18 組（参加費 500 円）  

※1 人でも参加可能。小学 1～3 年生は保護者同伴 

・申込〆切：11/17（木） 

・申 込 先：℡0739-26-4908＜生涯学習課＞ 

    

★11/26（土）～27（日） 

○○○○ネットワーク亭ネットワーク亭ネットワーク亭ネットワーク亭    ＜青年ネットワーク＞    

たこ焼き販売 

○○○○あがら丼特別販売あがら丼特別販売あがら丼特別販売あがら丼特別販売    

ミニあがら丼の数量限定販売 

 

★13:00～15:00 

○○○○消防体験消防体験消防体験消防体験  ※中止の場合あり 

①はしご車展示 

②防火服の着衣体験 

③水消火器の取扱体験  

★11/26（土） 

○南ステマーケット○南ステマーケット○南ステマーケット○南ステマーケット    ＜南紀子どもステーション＞    

ピラフ、ジュースなど 

    

○ハートツリー○ハートツリー○ハートツリー○ハートツリー    

お菓子、豚汁、フリーマーケット等 

 

★13:00～ 

◇◇◇◇    特別コラボステージ特別コラボステージ特別コラボステージ特別コラボステージ    ◇◇◇◇    

出演：南紀チアーエンジェルス 

スターフィッシュマーチングバンド 

★11/27（日） 

○○○○青空青空青空青空マーケットマーケットマーケットマーケット        食品販売、自主製品販売等    

 

★14:00～16:00 

◇◇◇◇    ダンスフェスティバルダンスフェスティバルダンスフェスティバルダンスフェスティバル 2016201620162016    ◇◇◇◇                                        （※雨天時は２Ｆ交流ホール）    

踊ることが好きな人、練習の成果を試してみたい人、初めての人も大歓迎！ 

♪参加資格：ダンスが好きで踊りたい人（グループ）  ※小学生以下は責任者同伴 

♪持ち時間：１曲、又は５分程度  ♪ステージ：7ｍ×4m（変更する場合あり） 

♪申込〆切：１１/１７（木） 

♪申 込 先：℡0739-26-4908＜生涯学習課＞  ※音源ＣＤ等を届けてください 

＜企画協力アドバイザー：広田 龍生 氏（ダンスインストラクター）＞ 

出演者募集中！ 

 

ステージの上で日頃の練習の成果を 

発表したい人、楽しい発表をしてくれる人、 

お待ちしてます。 

(コンサート、よさこい、一発芸 等) 

 

申込＆問合せ：生涯学習課 

申込申込申込申込必要必要必要必要    

申込申込申込申込必要必要必要必要    

申込申込申込申込必要必要必要必要    


