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ＤａｙＤａｙＤａｙＤａｙ1111    11/28(土) 

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            【【【【玄関玄関玄関玄関】】】】    

◇アトラクション 

 出演：南紀チアーエンジェルス 

◇テープカット 

 

 

10:00～12:00 

            ○○○○カプラのカプラのカプラのカプラの世界世界世界世界をををを体験体験体験体験しようしようしようしよう！！！！    

                                                    【【【【機能訓練室機能訓練室機能訓練室機能訓練室】】】】    

                 対象：幼児～大人 

 講師：米倉 千景 氏 

13:00～16:00 

★★★★自家製自家製自家製自家製おおおおみそづくりみそづくりみそづくりみそづくり体験教室体験教室体験教室体験教室                    【【【【保健指導室保健指導室保健指導室保健指導室】】】】    

講師：小山 芳輝 氏 

対象：小学4年生～大人 

（小学生は保護者同伴） 

参加費：500円 申込先：生涯学習課 

★★★★フルーツカッティングフルーツカッティングフルーツカッティングフルーツカッティング教室教室教室教室                                【【【【検査室検査室検査室検査室】】】】    

講師：Petit(e) smilｅ（ﾌﾟﾃｨ･ｽﾏｲﾙ）新谷 睦子 氏 

対象：小学4年生～大人（小学生は保護者同伴） 

参加費：500円    申込先：生涯学習課 

持ってくる物：エプロン、三角巾、 

容器（みかん1個が入るもの） 

10:00～12:00 

○○○○公民館教室公民館教室公民館教室公民館教室・サークル・サークル・サークル・サークル発表発表発表発表                        【【【【交流交流交流交流ホールホールホールホール】】】】    

10:00～ 長野公民館長野公民館長野公民館長野公民館    大正琴演奏会大正琴演奏会大正琴演奏会大正琴演奏会    

10:30～ 三栖公民館三栖公民館三栖公民館三栖公民館    大正琴演奏会大正琴演奏会大正琴演奏会大正琴演奏会    

11:00～ ひがしひがしひがしひがし公民館手話公民館手話公民館手話公民館手話サークルサークルサークルサークル    “スマイル”“スマイル”“スマイル”“スマイル”    

11:30～    東部公民館舞踊東部公民館舞踊東部公民館舞踊東部公民館舞踊サークルサークルサークルサークル    東舞乃会東舞乃会東舞乃会東舞乃会    

○○○○「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない。。。。    

                捨捨捨捨てるてるてるてる前前前前にににに活用活用活用活用しようしようしようしよう！」！」！」！」                【【【【相談室相談室相談室相談室 1111】】】】    

主催：田辺市女性会田辺支部 

10:00～16:00 

                ○○○○木工体験教室木工体験教室木工体験教室木工体験教室                            【【【【青少年青少年青少年青少年ホールホールホールホール】】】】    

主催：南紀子どもステーション 

13:00～16:00 

○○○○環境環境環境環境をををを考考考考えるえるえるえる市民市民市民市民のののの集集集集いいいい                            【【【【交流交流交流交流ホールホールホールホール】】】】    

①環境保全推進活動表彰式 

②子どもたちの環境保全活動報告  

③環境講演会 

10:00～16:00 

○○○○女性電話相談女性電話相談女性電話相談女性電話相談                    【【【【相談専用相談専用相談専用相談専用℡℡℡℡0739073907390739----26262626----4919491949194919】】】】 

女性が抱える様々な悩みに、女性相談員が 

相談に応じます。 

13:00～16:00 

○○○○Let'sLet'sLet'sLet's    enjoyenjoyenjoyenjoy    手芸手芸手芸手芸とおとおとおとお茶茶茶茶でででで    【【【【会議室会議室会議室会議室】】】】    

簡単・素敵なデコパージュ体験 

 

1111 ＦＦＦＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

◆◆◆◆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       【【【【受付受付受付受付】】】】    

11/28(土)  ①10：00～  ②13:00～ 

 11/29(日)  ①10：00～  ②13:00～ 

★★★★なんでもインフォメーションなんでもインフォメーションなんでもインフォメーションなんでもインフォメーション    【【【【エントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホール】】】】    

    ※先着5団体（パネル1枚分を提供） 

○○○○狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防狂犬病予防のののの啓発啓発啓発啓発                    【【【【エエエエントランスホールントランスホールントランスホールントランスホール】】】】    

○○○○浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ                        【【【【エントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホール】】】】    

○○○○花花花花いっぱいのまちづくりいっぱいのまちづくりいっぱいのまちづくりいっぱいのまちづくり                                        【【【【中庭中庭中庭中庭】】】】    

    活動紹介、ガーデニング教室、花の苗、球根等の販売 

○○○○学童保学童保学童保学童保育所育所育所育所    作品展示作品展示作品展示作品展示                                                            【【【【ローカローカローカローカ】】】】    

○○○○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                【【【【玄関玄関玄関玄関ほかほかほかほか各所各所各所各所】】】】    

○リサイクル○リサイクル○リサイクル○リサイクル展展展展                                                【【【【つどいのつどいのつどいのつどいの部屋部屋部屋部屋】】】】    

※抽選会 11/29（日）14:00～    

2222 ＦＦＦＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

○○○○幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校におけるにおけるにおけるにおける学社融合学社融合学社融合学社融合のののの取組紹介取組紹介取組紹介取組紹介    

【【【【会議室会議室会議室会議室4444＆＆＆＆健康増進課前健康増進課前健康増進課前健康増進課前ローカローカローカローカ】】】】    

    

○○○○田辺市立幼稚園田辺市立幼稚園田辺市立幼稚園田辺市立幼稚園    絵画作品展絵画作品展絵画作品展絵画作品展    

【【【【ローカローカローカローカ】】】】    

ＤａｙＤａｙＤａｙＤａｙ2222    11/29(日) 

9:30～11:30 

★★★★骨粗骨粗骨粗骨粗しょうしょうしょうしょう症予防症予防症予防症予防コーナーコーナーコーナーコーナー    

～～～～骨密度測定骨密度測定骨密度測定骨密度測定とととと健康相談健康相談健康相談健康相談～～～～                                                            【【【【診察室診察室診察室診察室1111】】】】    

 

9:30～12:00 

○○○○大腸大腸大腸大腸がんクイズコーナーがんクイズコーナーがんクイズコーナーがんクイズコーナー                            【【【【診察室前診察室前診察室前診察室前ローカローカローカローカ】】】】    

 

9:30～14:30 

○○○○薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師のののの仕事仕事仕事仕事    ～～～～調剤体験調剤体験調剤体験調剤体験～～～～                            【【【【保健指導室保健指導室保健指導室保健指導室】】】】 

 

10:00～12:00 

○○○○たばこのパネルたばこのパネルたばこのパネルたばこのパネル展展展展                                                        【【【【検査室検査室検査室検査室】】】】    

○○○○歯科相談歯科相談歯科相談歯科相談とととと口腔衛生指導口腔衛生指導口腔衛生指導口腔衛生指導                                            【【【【検査室検査室検査室検査室】】】】    

○○○○ブラッシングブラッシングブラッシングブラッシング指導指導指導指導とフッとフッとフッとフッ化物塗布化物塗布化物塗布化物塗布    

対象：幼児～小学校低学年児童 

・・・・歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士のののの口腔衛生指導口腔衛生指導口腔衛生指導口腔衛生指導                        【【【【乳幼児相談室乳幼児相談室乳幼児相談室乳幼児相談室】】】】    

①10:00～ ②11:00～ 

・フッ・フッ・フッ・フッ化物塗布化物塗布化物塗布化物塗布、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師のののの歯科相談歯科相談歯科相談歯科相談                    【【【【検査室検査室検査室検査室】】】】    

13:00～16:00 

◆◆◆◆バルーンアートでバルーンアートでバルーンアートでバルーンアートで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！                                                        【【【【検査室検査室検査室検査室】】】】    

講師：米倉 千景 氏 

①13：00～  ②14：30～ 

※事前申込も受け付けます。 

 

 

 

 

 

10:00～14:30 （12:00～13:00休止） 

○○○○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『『『『食食食食をををを考考考考えるえるえるえる』』』』親子親子親子親子でチャレンジでチャレンジでチャレンジでチャレンジ!!!!!!!!                【【【【栄養相談室栄養相談室栄養相談室栄養相談室】】】】 

レストランごっこで食事バランスチェック  対象：幼児～小学生とその保護者 

 

10:00～15:00 

○○○○乳房模型乳房模型乳房模型乳房模型でででで「「「「しこりしこりしこりしこり」」」」触診体験触診体験触診体験触診体験、、、、活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介パネルパネルパネルパネル＆＆＆＆熊野本宮大社大鳥居熊野本宮大社大鳥居熊野本宮大社大鳥居熊野本宮大社大鳥居ピンクライトアップピンクライトアップピンクライトアップピンクライトアップ写真展写真展写真展写真展        

                                         【【【【診察室診察室診察室診察室3333】】】】 

10:00～16:00 

○○○○かわいいかわいいかわいいかわいいローソクをローソクをローソクをローソクを作作作作ろうろうろうろう                主催：田辺市青年ネットワーク                        【【【【西側出口付近西側出口付近西側出口付近西側出口付近ローカローカローカローカ】】】】    

10:00～12:00 

★★★★わくわくわくわくわくわくわくわく実験実験実験実験！！！！発明発明発明発明ルームルームルームルーム    ～～～～目指目指目指目指せせせせ！！！！科学者科学者科学者科学者、、、、発明家発明家発明家発明家!!!!!!!!～～～～                                                                【【【【交流交流交流交流ホールホールホールホール】】】】    

＜田辺市少年少女発明クラブ 公開講座＞ 

身近なものを使ってカメラを作ろう。簡単な理科工作を楽しみながら、光の不思議を 

感じてみませんか。 対象：小学4～6年生  定員：20名    

    

○チャレンジ○チャレンジ○チャレンジ○チャレンジ2015201520152015    BBBB----体体体体ゲームゲームゲームゲーム    ＜ボーイスカウトビーバー隊＞                【【【【青少年青少年青少年青少年ホールホールホールホール】】】】    

人間カーリング、協力UFOキャッチャー、缶積み、ボーイスカウトPR活動    

○○○○田辺市立田辺市立田辺市立田辺市立保育保育保育保育所所所所年長児年長児年長児年長児のののの絵画展示絵画展示絵画展示絵画展示                    【【【【ローカローカローカローカ】】】】    

    

○○○○紀紀紀紀のののの国国国国わかやまわかやまわかやまわかやま国体国体国体国体・・・・紀紀紀紀のののの国国国国わかやまわかやまわかやまわかやま大会大会大会大会    

展示展示展示展示ブースブースブースブース                                                                                【【【【会議室会議室会議室会議室1111】】】】    

両大会の開催を記念して、写真展示や関連グッズ 

の展示等 

    

○○○○吉野熊野国立公園吉野熊野国立公園吉野熊野国立公園吉野熊野国立公園パネルパネルパネルパネル展示展示展示展示＆「＆「＆「＆「自然自然自然自然をまもるをまもるをまもるをまもる」」」」環境省環境省環境省環境省    

    のレンジャーのおのレンジャーのおのレンジャーのおのレンジャーのお仕事仕事仕事仕事をををを体験体験体験体験しようしようしようしよう！！！！                    【【【【相談室相談室相談室相談室2222】】】】    

    吉野熊野国立公園大規模拡張記念パネル展示 等 

 

○○○○田辺保護司会田辺保護司会田辺保護司会田辺保護司会    活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介        【【【【厚生保護厚生保護厚生保護厚生保護サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター】】】】    

○○○○田辺市市民活動田辺市市民活動田辺市市民活動田辺市市民活動センターセンターセンターセンター活動紹介活動紹介活動紹介活動紹介とととと登録団体登録団体登録団体登録団体のののの発表発表発表発表    

【【【【ボランティアルームボランティアルームボランティアルームボランティアルーム】】】】    

    

4444ＦＦＦＦ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

○○○○「「「「わたしのわたしのわたしのわたしの町町町町のたからもののたからもののたからもののたからもの」」」」絵画展示絵画展示絵画展示絵画展示    

＆＆＆＆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            【【【【交流交流交流交流ホールホールホールホール】】】】    

紀南地方の小中学生、外国の子どもたちが大切にしたい

と思う「たからもの」を描いた絵画展示 

主催：紀南ユネスコ協会 

○○○○浄化槽管理者講習浄化槽管理者講習浄化槽管理者講習浄化槽管理者講習                            【【【【会議室会議室会議室会議室】】】】    

①11/28(土)11:00～11:30  ②11/29(日)14:00～14:30 

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 期 間 中 開 催 イ ベ ン ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

対象：20歳以上の女性（田辺市民）70名程度 

（昨年度、参加されていない方を優先）                    

申込：11/9（月）～ 定員になり次第締切 

健康増進課窓口、又は℡26-4901 



＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 食 品 販 売 等 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

ふれあい広場【西側駐車場】 

 
 

★ ★ ★ ★ ★ ふれあい広場・イベント情報 ★ ★ ★ ★ ★ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

★★★お 知 ら せ★★★ 
    

    

    

    

    

    

 

 

★★★他会場のイベント★★★ 
  

         

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～吉野熊野国立公園大規模拡張記念 パートナーシップイベント～ 

11/28(土)～29(日) 

  ネットワークネットワークネットワークネットワーク亭亭亭亭 

たこ焼き販売（青年ネットワーク） 

             あがらあがらあがらあがら丼丼丼丼特別販売特別販売特別販売特別販売    

        ミニあがら丼の数量限定販売 

11/28(土)  南南南南ステマーケットステマーケットステマーケットステマーケット 

        ピラフ、ジュース等 

NPONPONPONPO法人法人法人法人ハートツリーハートツリーハートツリーハートツリー    

食品販売、フリーマーケット等 

11/29(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 

 
11/29(日)  11:00～ 

    

南紀南紀南紀南紀チアーエンジェルスチアーエンジェルスチアーエンジェルス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スターフィッシュマーチングバンドスターフィッシュマーチングバンドスターフィッシュマーチングバンド    

コラボコラボコラボコラボステージステージステージステージ    

イベントコーナーイベントコーナーイベントコーナーイベントコーナー    出演者募集出演者募集出演者募集出演者募集!!!! （ギターコンサート、ライブ、よさこい、一発芸 等々） 

日頃の練習の成果を発表したい人や楽しい発表をしてくれる人をお待ちしています。    ★申込＆お問合せ：生涯学習課 11111111 22228888 （（（（ ））））    

／／／／22229999 （（（（ ））））    

10 ～ 4 〔 イベント く〕 

会場： 

他【田辺市高雄1丁目23-1】 

主催:田辺市教育委員会、田辺市    

お問合せ先：田辺市教育委員会 生涯学習課  ℡0739-26-4908 

 

■文化交流センターたなべる  ℡0739-22-0697 

11/28(土) 9:30～19:30 ／ 11/29(日) 9:30～18:30     11/29(日) 11:00～12:00 

○○○○図書館図書館図書館図書館のテーマのテーマのテーマのテーマ展示展示展示展示がおもしろいがおもしろいがおもしろいがおもしろい！！！！    【【【【交流交流交流交流ホールホールホールホール】】】】                    ○○○○紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居をををを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう！！！！    【【【【おはなしのへやおはなしのへやおはなしのへやおはなしのへや】】】】    

  今年度のテーマ展示を再公開                   対象：幼児～大人 

                                                           定員70名 

■南方熊楠顕彰館         ℡0739-26-9909 

11/28(土) 10:00～17:00 

○○○○生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル特別公開特別公開特別公開特別公開 

①南方熊楠邸特別公開  ※無料公開   ②南方熊楠オリジナルグッズ進呈  ※先着30名様限定 

11/28(土)～29(日) 10:00～13:00      【【【【1111FFFF診察室診察室診察室診察室2222】】】】 

 

Welcome to Welcome to Welcome to Welcome to     

Umezukin’sUmezukin’sUmezukin’sUmezukin’s    room!!room!!room!!room!!    

    

bybybyby 衣笠中学校地域盛り上げ隊衣笠中学校地域盛り上げ隊衣笠中学校地域盛り上げ隊衣笠中学校地域盛り上げ隊    

私は、梅ずきんちゃん！ 

紀南の梅パワーで、あなたの心と体を元気にするよ。 

ぜひ、私の部屋に立ち寄ってね。 

地域のみんなの協力で誕生した『きぬがさポンチ』等の

スイーツやグッズの販売もしてるよ♡ 

11/28(土)～29(日)  13:00～ 

消防体験消防体験消防体験消防体験            ※※※※中止中止中止中止のののの場合場合場合場合ありありありあり    

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 

11/29(日)  14:00～         

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2015201520152015    

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！楽しく盛り上がりましょう。 

・参加資格 

ダンスが好きで踊りたい人（グループ）※小学生以下の子供は責任者同伴 

・持ち時間：1曲・5分間 

・申込締切：11/19（木） ※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） 

 

※雨天の場合は2階交流ホール 

出演者出演者出演者出演者    

募集募集募集募集    

～～～～中学生中学生中学生中学生のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、一緒一緒一緒一緒にににに運営運営運営運営してみませんかしてみませんかしてみませんかしてみませんか～～～～    

 

「イベント運営をしてみたい」、「ボランティアをしたい」など、やる気があればOK。 

内容は、受付、案内、各イベント手伝い等です。 

 

【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。 

【お問合せ】 生涯学習課 

【締  切】 11/19（木） 

中学生中学生中学生中学生ボランティアボランティアボランティアボランティア    


