市からのお知らせ

Pick Up News

田辺市文化協会 30 周年記念事業

誠にありがとうございました

須藤慎吾バリトンリサイタルを開催します
須藤 慎吾さん

★★ 8 月 5 日㊎ 18 時 30 分開演
★紀南文化会館「大ホール」
しんご
★◇出演 須藤 慎吾 さん（バリトン）
◇ゲスト

市政功労者・善行者表彰について

市出身で、イタリアで
は多数のコンクールで賞
に輝いた、日本を代表す
るバリトン歌手です。現
在は、NHK「ニューイヤー
オペラコンサート」の他、
数多くの名作オペラに出
演し、更に活躍の場を広
げています。

りょうこ

砂川 涼子 さん（ソプラノ）
さだあき

◇指揮 矢澤 定明 さん
◇管弦楽 国内の精鋭メンバーで構成されます。
◇プログラム オペラアリア「カルメン」
「椿姫」

「オテッロ」他
★ 4,000 円 全指定席（未就学児の入場は不可）
■チケット発売日 ６月 16 日㊍～
■チケット販売所

市政功労者表彰として市政の各分野において功績が顕著な方々に表
彰状を、また、善行者表彰として多額の金品をご寄附いただいた方々
に感謝状をお贈りしています。
今回表彰された方々は、以下の皆さんです。（敬称略）
■田辺市表彰規定
市では、①地方自治の育成発展（自治）
、②社
会福祉の増進又は保健若しくは環境衛生の向上
（民生）
、③産業又は経済の振興発展（産業）、④
教育、文化等の振興（教育）、⑤火災、災害、犯
罪等社会的不安の防止・除去（治安）の５部門か
ら成る「功労表彰」と、市民の模範となるような

紀南文化会館、文化振興課、龍神市民センター、
中辺路コミュニティセンター、
大塔総合文化会館、
本宮教育事務所 他
★文化振興課 文化振興係
（市民総合センター 3 階）

矢澤 定明さん
砂川 涼子さん

★ 0739（26）9943

ボランティア活動を長期にわたり続けておられる
方（善行）や市の公益のために多額のご寄附をい
ただいた方（寄附）にお贈りする「善行表彰」の
ほか、「一般表彰」の３種類の表彰を規定してい
ます。
☆秘書課 秘書係（本庁舎 3 階）
☆ 0739（26）9910
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野田 紀代、野田 忠、稗田 由季
一般財団法人新庄愛郷会、田辺ライオンズ
クラブ、田辺ロータリークラブ

仲間とスポーツしませんか！

田辺市スポーツ少年団員を募集します
市のスポーツ少年団は、多様なスポーツを通して、健康な「体」と「心」を養う
ことを目的として活動を続けています。随時募集を行っていますので、参加してみ
ませんか。
合気道

合気道田辺道場

空手道

田辺空手クラブ、田辺元町空手
熊野塾

田辺ジュニアテニス

ラグビー

梅干ジュニアクラブ

剣道

建武館、三栖剣友会

柔道

練心館、大塔柔道会

田辺 NVC、
キッズ・エンジェル、キッ
バレーボール ズ・ファイターズ（男子・女子）、
中辺路ジュニアバレーボールクラブ

田辺東少林寺拳法クラブ、田辺西
少林寺拳法クラブ

ミニバスケット 田辺ミニバスケットボールクラブ、
ボール
うさカメ

少林寺拳法
体操競技
陸上
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テニス

田辺ジュニア体操クラブ
田辺 AC

サッカー

南紀ジュニア、牟婁フットボールク
ラブ

軟式野球

田辺剛健、鮎川少年野球クラブ、
新二ボーイズ、新庄少年野球クラ
ブ、龍神少年野球クラブ、芳養少
年野球クラブ、TANABE クラブ
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★下記へご連絡ください。活動日時、場所等詳し
くは、ホームページに掲載しています。
★スポーツ少年団事務局（田辺スポーツパーク管
理事務所内）
☎ 0739（25）2531
★ https://www.city.tanabe.lg.jp/
sports/sportsshounen.html

市のために活用させていただきました

令和 3 年度ふるさと田辺応援寄附金のお知らせ

市では、ふるさとの発展のために応援したいな
ど、皆さんの思いをふるさと納税「ふるさと田辺

事業、新たな人の流れの創出・拡大事業、安定し
たしごとづくり事業などの幅広い分野に活用させ

応援寄附金」として受け入れています。
平成 26 年度からはご寄附に対する感謝の気持
ちとして、梅干しをはじめとする市内の産品や市

ていただきました。具体的な活用事業は、ふるさ
と田辺応援寄附金サイト、企業版ふるさと納税サ
イトに掲載しています。

内の宿泊、熊野古道歩きの旅行プラン、地元高校
生が開発した商品、ふるさとの情報を伝える紀伊
民報、郵便局の見守りサービスなどを返礼品とし
てお贈りしています。
令和 3 年度はこれらの返礼品を合計 167 点用

今後もふるさと田辺応援寄附金を通じて、全国
の方に市の魅力にふれていただき、継続して「田
辺を応援したい」と思っていただけるよう取り組
んでいきます。
★たなべ営業室 価値創造係（本庁舎 3 階）

意 し、8,636 件、1 億 2,088 万 3,000 円 の ご 寄
附を頂きました。また、国が認定した地方公共団
体の地方創生の取組に対し、企業が寄附を行う「企
業版ふるさと納税」については、2 件のご寄附を
頂きました。

★ 0739（33）7714

頂いた寄附金は、世界遺産関連事業、環境保全

ふるさと田辺応
援寄附金サイト

企業版ふるさと
納税サイト

広報たなべ

令和 4 年 6 月号
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この一票

これが私の

Pick Up News

きれいで住みよいまちづくりの推進のため

意思表示

参議院議員通常選挙が執行されます

令和４年度田辺湾クリーン作戦！

任期満了に伴う参議院議員通常選挙が執行されます。
（投票日は、7 月 10 日㊐が想定されていますが、
変更される場合があります。
）

田辺湾クリーン作戦は、田辺湾沿岸に流れ着いたごみ（漂着物）等を皆さんの協力の下、清掃活動を行
う中で、自然環境の保全や環境美化に関する意識を醸成することを目的に毎年実施しています。

■投票できる方
◇選挙の当日に満 18 歳以上の日本国民で、選挙
当日選挙人名簿に登録されていて欠格事項（公民

帯へ郵送します。投票の際は、切り離して各自で
投票所へお持ちください。入場券が届かなかった
り紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されてい

★★ 6 月 18 日㊏ 13 時 30 分～（1 時間程度）

◇暑い中での清掃活動です。無理はせず熱中症等

※小雨決行。荒天の場合は、19 日㊐に延期
★元島・天神崎地区、跡の浦地区、鳥の巣地区、扇ヶ

に気を付けてください。
★環境課 環境対策係（本庁舎 2 階）

権停止）に該当しない方
◇基準日（公示日の前日）の 3 か月前以降に本
市へ住民登録した方は、本市では投票できません
ので、転入前の住所地の選挙管理委員会へお問い

れば投票できますので、
投票所でお申し出ください。
■選挙公報
候補者の名前や政党等の名称、政見などを掲載
した選挙公報を、投票日の 2 日前までに各戸へ

浜地区、左会津川河口地区（上屋敷側）
（計５地区）
■注意事項
◇地球温暖化防止対策として、できるだけ自動車

★ 0739（26）9927

合わせください。
◇基準日が近付いてから、市内間で転居の届出を
した方は、前の住所地の投票所で投票していただ
く場合があります。
（投票所入場券の投票所欄を

お届けします。それまでに届かない場合は、ご連
絡ください。
■代理投票・点字投票
心身の障害などにより字が書けない方は代理投

ご覧ください。）
■投票所入場券

票、目の不自由な方は点字で投票することができ
ます。

のご利用をお控えいただくか、乗り合わせにてご
参加ください。
◇ごみ袋、軍手は当日お配りします。
◇ごみは４分別（燃えるごみ、資源ごみ、プラス
チックごみ、埋立ごみ）での回収をお願いします。
◇ごみは燃やさないでください。

投票所入場券（3 名連記）は、公示日頃に各世

【投票日に投票所に行けない方のための制度】
■期日前投票

投票日当日に投票できない見込みの方は、当制
度をご利用ください。
「宣誓書」に理由等を記入
していただいた後、投票ができます。
★公示日の翌日～投票日の前日
★ 8 時 30 分～ 20 時
★本庁舎・各行政局
★投票所入場券（なくても選挙人名簿に登録され、
選挙権があれば投票ができます。
）
■不在者投票

滞在先の市区町村の選挙管理委員会又は指定病
院・施設で投票できます。請求方法等詳しくは、
病院・施設又は下記へお問い合わせください。
★◇出張や学業、用務で他市区町村へ長期間滞在

している方
◇指定病院・施設に入院・入所しており不在者投
票事由に該当する方
■郵便等による不在者投票

自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
★下表に該当する方
★事前に「郵便等投票証明書」を下記まで申請し、
投票日の 4 日前の 17 時までに投票用紙等を下記
まで請求してください。
また、下表に該当する方で、上肢又は視覚の障
害の程度が１級の方は、郵便等による不在者投票
においても代理記載人が投票用紙等に記載を行う
「代理記載制度」があります。この制度を希望さ
れる方は、下記に届出が必要です。

■郵便等による不在者投票ができる方
障害等の区分
障害等の程度
両下肢・体幹・移動機能 1 級又は 2 級
心臓・じん臓・呼吸器
身体障害者手帳
1 級又は 3 級
ぼうこう・直腸・小腸
免疫・肝臓
1 級〜 3 級
両下肢・体幹
特別項症〜第 2 項症
戦傷病者手帳
内臓機能
特別項症〜第 3 項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護 5
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第 61 回全日本花いっぱい田辺大会プレイベント

第 1 回花いっぱい講習会の
参加者を募集します
令和 5 年 3 月 25 日・26 日に開催する第 61 回全日本花いっぱ
い田辺大会のプレイベントとして、季節に合った花を題材に、様々
なアレンジ手法を学ぶ花いっぱい講習会を全５回開催します。
★★ 7 月 3 日㊐ 13 時～ 15 時
★ tanabe en+ 2 階「ワークスペース」
★夏の花を使ったフラワーアレンジメント

★ 0739（26）9966
★ 0739（25）6016
★ 61hana@city.tanabe.lg.jp

◇講師

★◇参加申込書掲載ページ
https://www.city.tanabe.lg.jp/kanri/
hanaippai_tanabe/index.html
◇申込みフォーム
https://logoform.jp/f/9Obdu

だいき

HANADAI 花大（代表 堀籠 大樹 さん）

★市に在住、在学、在勤の方（小学生以上）
★ 10 名［抽選］
★ 1,000 円
★６月１日㊌～ 17 日㊎に参加申込書を下記まで
お持ちいただくか、郵送又はメール、FAX、申
込みフォームでお申し込みください。参加申込書

★選挙管理委員会事務局（本
庁舎別館 2 階）
★ 0739（26）9945

は下記で配布するほか、ホームページからも取得
できます。
★第 61 回全日本花いっぱい田辺大会実行委員会
（本庁舎別館 1 階 管理課内）
〒 646-8545 新屋敷町 1

参加申込書
掲載ページ

広報たなべ

申込み
フォーム
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