
　 　

　

発行：本宮公民館（本宮教育事務所内）
住所：和歌山県田辺市本宮町本宮２１９
電話：0735-42-1164 FAX：0735-42-1194
館長 浦野泰之 ・ 主事 垣内 保

本宮公民館報
こ だ ま 文 庫 か ら の ご 案 内 ！

開館は毎週月曜日から金曜日（祝日は除く）の、9時から17時まで

本のリクエストがありましたら、お気軽にお申し込みください。

【お問い合わせ】：本宮公民館 ℡0735-42-1164

移 動 図 書 館 が や っ て く る

今月の移動図書館は下記のとおり巡回いたします。みなさん、お誘いあわせのうえお気軽にご
利用ください。

地域と共に美化活動 本宮中学校
5月28日（金） 本宮地内において本宮中学校生徒と地域団体の学社融合の取組として国道沿線への

プランター回収を行いました。
この行事は、まちの景観美化活動として花苗を植えたプランターを国道沿いの家庭と事業所に配布し

て花の管理を地域の方々にお願いしていたもので、今回は1月に配布した１２０個（パンジー）のプラ
ンターの回収を行いました。

回収の際、「本宮中学校です、プランターの回収に訪問しました」と声掛けするなどし、地域の方々
とほのぼのとしたふれあいの光景が見られました。

花の管理をしていただいた本宮地区の皆様、土づくりや花植え及び配布作業にご指導・ご協力をいた
だいた『学校ボランティア・プロバスクラブ・女性会・公民館・その他協力員の皆様』ありがとうござ
いました。

1位
『ブラックショーマンと名もなき町
の殺人』

東野　圭吾

2位 『クスノキの番人』 東野　圭吾

2位 『心淋し川』 西條　奈加

2位 『刑事の枷』 堂場　瞬一

2位 『希望の糸』 東野　圭吾

2位 『52ヘルツのクジラたち』 町田　そのこ

2位 『そして、バトンは渡された』 瀬尾　まいこ

～貸出ランキング～

田辺市立図書館「たなべるレター令和3年6月」掲載

過去2ヶ月の貸出ベスト５

10：00　～　11：00
13：00　～　14：00

13：10　～　13：40
10：30  ～  11：20 14：00　～　14：30
11：30  ～  11：50 15：00　～　15：30大居集会所 皆地ふれあいの里

７月２日（金曜日）
本宮小学校
三里小学校

７月１６日（金曜日）
平集会所

福寿集会所 請川郵便局前

令和３年5月末の人口等

地域別 男 女 計 人口割合 世帯数

三　里 431 510 941 36.9% 516

本　宮 244 250 494 19.4% 261

四村川 253 281 534 21.0% 305

請　川 273 305 578 22.7% 377

計 1,201 1,346 2,547 100.0% 1,459

※　野竹を四村川に含めています。

打ち合わせの様子 回収作業の様子

6月11日（金）三里小学校の３・４年生
と５・６年生が総合学習として公民館と共
催し「フランスとマダガスカル」と題して
フランス語や外国の文化について学びまし
た。

今回の学習には世界遺産熊野本宮館から
清水紀久子さんを講師に迎え、フランスの
有名な建物や食べ物、フランス語などのお
話を聞き、あいさつの言葉として「ボンジ
ュール」など一緒に発声するなどして外国
語を学びました。

続いて、マダガスカルについて、フラン
ス語が使われている理由や特産品である化
石やアロマなどを児童が手に触れ、異国の
文化を楽しく体験していました。

児童達は「フランス語やフランスの事マ
ダガスカルの事を知れて楽しかった」「ま
た教えてほしい」など感想が述べられてい
ました。

授業風景

ゲスト・ティーチャーによる異文化学習 三里小学校

小説８０５０ 林　真理子
東京

ディストピア日記
桜庭　一樹 月下のサクラ 柚木　裕子

リボルバー 原田　マハ プリンス 真山　仁
片見里荒川
コネクション

小野寺史宣

幕張少年マサイ族 椎名　誠
終活の準備は
お済みですか？

桂　希実 50歳になりまして 光浦　靖子

母 青木さやか
キリンが

小説を読んだら
読売新聞
文化部

流転の中将 奥山景布子

マンガ・イラスト・ゲーム
を面白くする異世界設定の

つくり方
榎本　秋

カッコいい
スナップ写真の撮り方

野寺　治孝 魔性ですか？ 高岡　早紀

はじめてでも作れる
みんなの紙バンド雑貨

ブティック社
着物リメイク

ｰ着物地からすてきな服ｰ

日本
ヴォーグ社

gunoiejapanの
四季のおりがみ

グノイエ
ジャパン
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熊野本宮伝統芸能は、本宮町に伝わる和歌山県無形民俗文化財指定の踊りを継承しなければという
思いで、公民館サークルとして平成２０年に発足しました。
本宮町には、無形民俗文化財に指定された踊りが５つあります。伝統芸能子ども教室では、その中

の平治川の「長刀踊り」と「お夏青十郎踊り」を中心に保存・継承しながら、ほかの県の民舞も取り
入れて、ふるさとを愛する子どもの育成・文化の向上を目的とし活動してます。一人でも多くの子ど
も達にこれらの踊りを通して、がんばる心を育てていき、また、仲間作り、体力作りにも寄与できた
らと思っています。
踊りは簡単とはいえませんが、踊れるようになった時には、大きな喜びがあります。また、いろん

なところへ踊りに行って、見ているみなさんに元気になってもらえることもあります。そんなときは、
最高の喜びです。
この度、新メンバーを募集しますので、興味のある方は、お気軽に連絡してください。
※７月の練習日は、１１日、２５日予定です。

〇 練習日（月２回）
第２、第４日曜日 午前９時～１１時
※（練習日、時間、場所は変更になることがあります。）

〇 場所 本宮体育館
〇 対象 小学生、中学生
〇 会費 ８００円（スポーツ保険）
〇 その他 Tシャツを購入していただきます。
〇 【お問合せ先】

羽根 千恵子

熊野本宮伝統芸能子ども教室

小学生・中学生を募集！

シリーズ本宮文化財⑦

ナンキセダカコブヤハズカミキリ生息地
ナンキセダカコブヤハズカミキリは、カミキリムシ科でセダカコブヤハズカミキリの仲間。飛ぶこ

とができないことから行動半径が限られ、地域ごとに固有化が進んでいるといわれています。体調15
～22㎜で、ブナやヤマザクラなど原生林の枯木や倒木に生息しています。

同カミキリは、和歌山県南部の固有種であることから、学名の頭に「ナンキ」（南紀）が付けられ、

学術的価値も高く和歌山県を代表する昆虫類の一つです。

和歌山県の天然記念物に指定（平成28年5月）されているのはカミキリムシ自体ではなく「生息

地」。本宮町静川の大塔山山頂付近及びその北部一帯。保護を目的に山頂周辺の原生林では採取が

禁止されていますのでご注意ください。

写真は北側から望む「大塔山」。広域基幹林道龍神本宮線の冷水山付近から撮影しました。

新成人を祝う会について
今年度、新成人になられる方をお祝いする「新成人を祝う会」を令和３年８月１３日に開

催します。
当日は、式典と併せて恩師等からのビデオレター上映と記念写真撮影を予定していますが、

新型コロナウィルス感染症の感染防止対策として３密を回避した内容とします。
対象となる方で本宮町に住民登録をされている方には直接、町外へ転出されている場合は

町内の保護者に案内状を送付しています。
対象となる方で通知が届かない場合は、下記までお問い合わせください。

【開催日時】令和３年８月１３日（金）午前１０時３０分から（受付は１０時から）
【開催場所】世界遺産熊野本宮館（予定）
【主 催】本宮町自治会連絡協議会・田辺市青少年育成市民会議本宮地区協議会
【対 象 者】平成１３年４月２日から平成１４年４月１日の間に生まれた方
【そ の 他】※今後の新型コロナウィルス感染状況により開催を見合わせる場合もあります。

※新成人を祝う会には、平服での参加をお願いします。
【お問合せ先】「新成人を祝う会」事務局 本宮教育事務所 電話：0735-42-1164

《 民生児童委員について 》
□民生委員・児童委員とは
地域住民の皆さんが安心して暮らせるよう、生活上の心配事相談や福祉サービスを利用するため
のお手伝いなど、行政機関と協働して各種福祉関係の調査、情報の提供を行っています。また、児
童虐待の防止や不登校・ひきこもりといった課題にも積極的に対応しています。

□お気軽にご相談下さい
民生委員・児童委員は、民生委員法により住民の中から選ばれ、厚生労働大臣が委嘱（民生委
員として活動することを依頼）し、本宮地区内では25人の委員が活動しています。相談について
の秘密を守ることが法律で義務づけられていますので安心してご相談ください。
担当の委員は、下表のとおり、お住まいの住所によって決まっています。

□お問い合わせは
本宮行政局住民福祉課（保健福祉係）電話0735-42-0004（直通）まで

平治川の長刀踊りを披露している
新成人を祝う会での１コマ

　氏　名 担当地区 　氏　名 担当地区

松本　みつよ 福寿・菊水 千葉　喜美代 渡瀬・湯峯

玉置　あい子 大居・下向 折戸　富子 皆地・武住・大瀬・野竹

上中　進 土河屋・八木尾 飯田　由美 川湯・田代

榎本　勝 萩・竹の本 松窪　美和 白瀬・蓑尾谷

栗栖　浩 三越 羽根　益次郎 上郷・下郷・柿

塚　稔 九鬼・一本松 向久保　正夫 上大野・東和田

石谷　強 切畑・上切原 芝　律子 皆瀬川・耳打

前久保　宏 本町岩田地・上地 村田　恭介 小原・小野・平

中村　涼子 中村地 鈴木　起査生 小津荷・大津荷

杉山　勝司 上町 浅里　純子 高山

浦地　陽子 下湯川・曲川

千田　治 桧葉・小々森 植　渉 主任児童委員

塚　俊和 久保野・久保野平 関　美恵 主任児童委員

(任期：令和元年12月1日～令和4年11月30日）


