
 

 

 
明るい笑顔・街いっぱい運動 

 

【実施日時】  

  ６月３日（月） 

  ７月１日（月）  

    7：30～8：00 
 

【実施場所】  

  学校、自宅前、交差点など 

移動図書館「べんけい号」 
 

【日 時】  

  ６月４日（火） 

  ７月２日（火） 

  15：05～15：45 

【場 所】 

  万呂コミュニティセンター 
 

 ※ 貸出カードをご持参ください。 

   【６月】土曜子ども教室【June】 

 プログラム：なわとび 

 日   時：１日（土）、22日（土）、29日（土） 

        13：30～15：00 

 場   所：万呂コミュニティセンター ３階 大集会室 

 持 ち 物：校内履き、なわとびロープ、お茶等 

 問 合 せ：桑原久仁夫（090-6963-1802) 又は万呂公民館(25-1554) 

発 行：田辺市万呂公民館 
館 長：和田 寿彦  
主 事：山本 竜也 
〒 646-0003  
田辺市中万呂46番地の３ 
TEL：25-1554 

‐１‐    令和元年６月号 万呂公民館報 令和元年６月号 万呂公民館報    ‐４‐ 

公民館催事案内 

 ○ ロビー展『まろみ保育所園児作品』 【６／４～10】 (１階ロビー) 

 ○ ビーチボールバレー大会      【６／23】 (会津小学校体育館) 

公民館報記事見出し一覧 

 ○ [２面] ロビー展『まろみ保育所園児作品』 

 ○ [２面] えびね・山野草展示会 

 ○ [３面] ビーチボールバレー大会 参加者募集 

 ○ [３面] 放送大学 入学生募集のお知らせ 

 ○ [４面] 令和元年度万呂公民館運営協力委員のご紹介 

令和元年度万呂公民館運営協力委員のご紹介 

 この度令和元年度万呂公民館運営協力委員さんが決まりました 
ので、ご紹介します。  （敬称略） 

 引き続きお願いする方、新たにお願いする方、共によろ

しくお願いします。 

 皆様には、体育部会、文化部会、人権・福祉部会、子ど

も部会のいずれかに所属し、公民館の企画運営に携わって

いただきます。 

万呂町内会 会長 米田 秀彦  万呂緑の会委員会 委員長 栗山 繁三 

万呂町内会 副会長 中   彰  消防団万呂分団長 鈴木 寿志 

万呂町内会 副会長 田中 康子  万呂獅子舞保存会 会長 野田 幹人 

万呂町内会 副会長 小田 昭彦  田辺市スポーツ推進委員 衛藤  勲 

万呂町内会 副会長 津村 光男  田辺市スポーツ推進委員 前田 圭佑 

万呂町内会 副会長 高垣 義臣  万呂人権学習をすすめる会 会長 

生涯学習(人権）推進員 
桑原 多佳子 

万呂小泉町内会 会長 細川 幸男  

万呂小泉町内会 副会長 片井 敦雄  生涯学習(人権）推進員 梅本 節子 

万呂小泉町内会 副会長 稲田 静雄  会津校区子どもクラブ 代表 中村 美幸 

万呂小泉町内会 副会長 葺石 良子  公民館長推薦 谷本 真理子 

万呂小泉町内会 副会長 岩崎 正恵  公民館長推薦 西澤 千恵子 

万呂婦人会 会長 田中 豊美  公民館長推薦 高石 良雄 

万呂婦人会副会長 尾中 和代  公民館長推薦 畑崎 祥夫 

万呂寿会 連合会長 初山  茂  会津小学校 校長 中田 郁生 

上万呂子どもクラブ会長 高橋 恵美  衣笠中学校 校長 宮田 博之 

中万呂子どもクラブ会長 坂倉 晃代  高雄中学校 校長 音無 長裕 

大谷子どもクラブ会長 丸山 真一  万呂公民館 館長 和田 寿彦 

下万呂子どもクラブ会長 谷本 佳寿美  万呂公民館 主事 山本 竜也 

目座子どもクラブ会長 谷本 智子    

田辺市教育委員会 生涯学習課 公民館係 

 http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/kouminkan/ 



 

 

 

令和元年６月号 万呂公民館報    ‐２‐ ‐３‐    令和元年６月号 万呂公民館報 【花言葉】 

【６月花】 

 万呂の春の恒例行事「えびね・山野草展示会」が、万呂コミュニティセン

ターで、４月27日（土）・28日（日）の２日間にわたり開催されました。 

   緑の会委員会の方々が丹精込めて育てた、えびねと山野草が会場を彩りまし

た。 

 

えびね・山野草展示会 

 今年も多くの皆様にご参加をいただき、大変賑わいました。出展、

ご来場いただきありがとうございました。 

 

 

 今年も、公民館内１階のロビーにて、まろみ保育所園児

たちの作品展示が行われることになりました。大勢の皆様

のご来場をお待ちしております。 

展示期間：６月４日（火） 13時～ 

       10日（月） 17時までを予定 

※ 平日夜間及び土日に、見に来られる方へのご注意 

 公民館の開館及び閉館時間により、平日であれば、８時30分～17時15分ま

で開いておりますが、平日夜間及び土日につきましては、貸館対応時間中のみ 

ロビー展『まろみ保育所園児作品』 

 の開館となりますので、ご注意ください。【詳しい開館時間は、要問合せ】 

 万呂公民館では、ビーチボールバレー大会の開催にあたり、参加者を募集し

ています。 

 ビーチボールバレーは、ビーチボールを使ったバレーボールです。ルール

も通常のバレーボールと大きく異なる点はなく、誰でも楽しめるスポーツで

す。 

 地域の皆様方の親睦と交流を深めることを目的とした大会ですので、気軽

にご参加ください。多数のご参加をお待ちしています。 
 

開催日時 ：６月23日（日） 午前8時30分開会 8時45分試合開始 

会   場：会津小学校体育館 

参加資格 ：万呂及び万呂小泉に在住の小学校高学年以上の方 

チーム構成：男女混合４人制（男性の同時出場時は２名まで） 

持  ち  物：体育館シューズ 

締  切  日：６月14日（金） 

申  込  み：万呂公民館（℡25-1554）まで 

そ  の  他：施設利用に関するマナーは、厳守してください。 

 ※ こまめに水分補給を行い、熱中症に十分注意してください。 
 

◎ 練習日について ◎ 

練習日時 ：６月21日（金）午後7時30分～午後9時まで 

会  場 ：会津小学校体育館 

そ  の  他：大会出場の有無に関わらず、ご参加いただけます。 

     事前連絡等は、必要ございません。気軽に参加ください。 

ビーチボールバレー大会 参加者募集 

 ※ 今年度も、11月にソフトバレーボール大会を行いますので、そちらも 

  よろしくお願いします。 

     

 放送大学は、10月入学生を募集しています。 

 心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の幅広い授業

科目があり、1科目から学ぶことができます。 

 資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学和歌山学習センター 

（☎073-431-0360）までご請求ください。 

 出願期間は、第1回は8月31日まで、第2回は9月20日まで。 

放送大学 入学生募集のお知らせ 


