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紀州南高梅を蜂蜜とレモンパウ
ダーで漬けこみました。塩分も
3％と低塩となっています。南高
梅の持つ羽二重餅のようなとろ
ける食感に、爽やかなレモンの
香りと蜂蜜の甘みが醸し出すフ
ルーティな味わいを是非お楽し
みください。スイーツ感覚でお
召し上がりいただけます。

応援№
01紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ

●提供／（株）池本商店
●内容／しそ梅700ｇ(赤しそ150ｇ入、塩分約20％)

紀州南高梅使用のしそ梅は、
天然の深紅に染められた昔
ながらの梅干です。
粒選りの南高梅と塩、赤しそ
の葉だけで漬け込んだ素朴
な味わいです。

応援№
02昔ながらのしょっぱい梅干(しそ梅)700g

●提供／（株）稲垣商事
●内容／「梅の里から」（塩分9％）800ｇ　化粧箱入り

甘味と酸味を絶妙なバランス
に漬け上げた弊社を代表する
ブランド品です。

応援№
03紀州南高梅「梅の里から」 

●提供／（株）紅梅園
●内容／紀州南高梅「蜜恋」（塩分約5％）400ｇ×2

紀州産南高梅を低塩の５％
に仕上げ、蜂蜜入りの調味液
にじっくりと漬け込み仕上げ
ました。甘酸っぱ～い味わい
は、お子様からご年配の方ま
でどなた様にもお楽しみいた
だけます。

応援№
04紀州南高梅「蜜恋」

応 援 品 一 覧ま ち の 二 ﾕ ー ス

田辺市公民館キャラクター
みんちゃん＆こうくん

42品の応援品の中から一点お選びいただき、お申し込みください。
詳しくは11ページをご覧ください  

田辺市のニュースをピックアップ！

●提供／（株）中峰農園
●内容／紀州南高梅「農家の梅」はちみつ梅（塩分約3％）800ｇ

みなさん、
成人おめでとうございます！
たくさんある応援品の中から

一つだけ選んで
申し込んでね！

好きなもん選びよしよ～

田辺にはいろんな地域産品があって、
見てるだけでも楽しいな。

この新成人応援事業の実施にあたっては、
田辺で育ったみなさんを応援したいという

私たちの思いに市内42社の事業者さんが賛同し、
出品にご協力をいただいてます。
応援品で、喜んでもらえたら

嬉しいです！

～世界が注目！私たちのふるさと～

世界的な宿泊予約サイトAirbnb

世界で最も読まれているガイドブックLonely Planet（ロンリープラネット）

国内最大級の外国人向け日本情報サイト「ガイジンポット」
「ガイジンポット2020」の、外国人が訪れるべき日本の観光地ランキングで
熊野地方が第1位に

「2019年に訪れるべき19の地域」に和歌山県が日本で唯一選出

「BEST IN TRAVEL 2021」の「サスティナビリティー部門」で和歌山が受賞
「BEST IN TRAVEL 2018」で、熊野古道を含む紀伊半島が世界の訪れる
べき地域の第5位に

©

神島高校　「うまいもん甲子園」の決勝へ進出！
全国の高校生がご当地食材を用いた独自レシピで料理を競う「ご当地！絶品うまいもん甲
子園」において、応援投票の結果、本市の神島高校が最多得票を獲得し、決勝（全国大
会）への進出を果たしました！神島高校の料理である、「南紀白浜真鯛の梅彩丼」は「南紀
白浜の真鯛」と「紀州南高梅」を使って３種類の異なる料理法で仕上げています。
決勝（全国大会）は11月27日（土）に東京都で行われる予定です。
みなさん、神島高校の
活躍を祈りましょう！

地域の魅力的なヒト・モノ・コトをゆるやかに混ぜ合わせ、そこに暮らす人々にも、訪れた人々にも、
新たな発見や出会いのご縁を結ぶ交流拠点

【tanabe en+】和歌山県田辺市湊41-1 ℡：0739-33-9761

1F　カフェ＆ショップ

・Wi-Fi完備、デスク電源、持込飲食自由、時間貸可
・さまざまなイベント・企画も開催

2F　ワークスペース

・季節やショップの企画に合わせたさまざまなメニューの提供
・新たな驚きや発見に出会える商品を多数取り揃えるショップ

JR紀伊田辺駅前にOPENした tanabe  en+



●提供／和×夢 nagomu farm®
●内容／ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」 
  　　　 【小玉みかん】4kg（65個程度）

11月末まで【樹上完熟】させ
た「早生温州みかん」の中で
も旨味が濃縮されている小玉
果【2 Sサイズ：直径5 0～
55mm】4kg【果実個数：約65
果程度】を発送
収穫選別後、数日間予措を
図って、食味適期に商品発送

応援№
15ちぃちゃいおみかん「甘ちゃん。」【小玉みかん】4kg

自然豊かな和歌山で化学薬品を一切
使用せず安心安全をお届けしたいとの
思いから手間をかけて栽培した栄養豊
富なきくらげです。中国では漢方薬とし
ても認識されるきくらげ、特に白いきく
らげは女性に食べていただきたいです。
中華料理にはもちろん、鍋やサラダ、刺
し身のようにもお楽しみいただけます。

応援№
16「夢のきくらげ」白いきくらげ・あらげきくらげ

●提供／梅千代本舗
●内容／はちみつ漬（塩分約5％）600ｇ

南高梅にはちみつを加えて漬
け込むことで、すっぱいのが
苦手な方でもまろやかな甘味
とほどよい酸味を味わえるは
ちみつ梅干しです。

応援№
13紀州南高うめ姉妹

●提供／（株）たがみ
●内容／熊野米5kg、熊野米300ｇ×2個

平成22年度より農商工連携の
認定を受けている取組（熊野米
プロジェクト）により誕生した、
世界遺産を有する熊野の地で育
まれたお米です。梅の産地であ
る特徴を生かし、梅干しの調味
液で雑草を抑制し、農薬を極力
減らして安全・安心な米をつくる
ことができました。

応援№
14熊野米セット 5.6㎏セット

●提供／岡本農園
●内容／温州みかん 5kg

みかん栽培に適した和歌山
県田辺市。その中でも、ひな
た地区のみかん栽培の歴史
は古く、おいしいみかんが作
られています。
山間部で寒暖差の大きいこ
の土地では、甘みと酸味が程
よいバランスのみかんに仕上
がります。

応援№
17ひなたのみかん 5kg

●提供／（株）日向屋
●内容／温州みかん 5kg

●申込期限：2021/11/30
●発送時期：12月

●申込期限：2021/11/30
●発送時期：12月

●申込期限：2021/11/20
●発送時期：12月上中旬

みかん栽培のプロ達が、みかんの
樹の持つ力を発揮させ、おいしく仕
上げています。梅と柑橘の産地、上
芳養地区の日向（ひなた）の里で収
穫したマルチ栽培みかんです。白
いシートを地面に敷き、雨水を通し
にくくすると共に太陽の光を反射さ
せるマルチ栽培によって、味が濃く
美味しいみかんに仕上がります。

応援№
18日向屋みかん 5kg
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●提供／フーズ村（株）
●内容／村っ子梅（塩分約8％）1.1kg

数週間かけて秘伝の調味液
に漬込み、さっぱりとしたまろ
やかな味に仕上げています。
ご飯のお供、お茶請けにぜひ
ご賞味ください。

応援№
07紀州南高梅　村っ子梅1.1kg

●提供／（株）松晃梅
●内容／紀州南高梅 はちみつ梅（塩分8％）180ｇ×4個

紀州南高梅の中でも上質な
皮が薄く果肉が柔らかな梅
の実だけを使用し、はちみつ
とリンゴ酢で優しい味わい
の塩分8％に仕上げた甘すぎ
ないはちみつ梅。

応援№
08紀州南高梅　はちみつ梅

●提供／（株）愛須商店
●内容／紀州の梅干「はちみつ辨慶」（塩分約8％）800ｇ

紀州産南高梅を国産のはち
みつで漬け込んで、仕上げま
した。まろやかで口あたりの
良さは、お子様からご年配の
方まで喜ばれている人気商品
です。紀州梅の会推薦特選
梅干です。

応援№
05紀州の梅干「はちみつ辨慶」

●提供／紀南農業協同組合
●内容／紀州田辺産 南高梅の白干し梅中粒（塩分22％）1.3kg

紀州田辺産の南高梅を塩だ
けで漬け込み干し上げた
酸っぱい、しょっぱい梅干。
昔ながらの梅干し好きにはた
まらない逸品。減塩方法、料
理レシピ付き。

応援№
06紀州田辺産　南高梅の白干し梅

●提供／（有）紀州うめまさ
●内容／一梅千日うす塩味梅（塩分6％）1kg

紀州産南高梅をオリジナル
の製法で味付けし、大人から
お子様まで食べやすい商品
に仕上げています。

応援№
09一梅千日うす塩味梅（塩分6％）

●提供／（株）石神邑
●内容／うす塩味梅干（塩分8％）160ｇ、蜜っこ（塩分5％）160ｇ、みかん梅（塩分5％）160ｇ、
　　　　 香壌栽培の白干梅（塩分20%）160g、しそ漬梅干（塩分13％）160ｇ

石神邑じまんの梅干を5種類
セレクトしたセット商品。一番
人気の「うす塩味」、はちみつ
使用の「蜜っこ」、みかん果汁
で仕込んだ「みかん梅」、昔
ながらのしょっぱい「白干
梅」、紫蘇の風味あざやかな
「しそ漬梅」。

応援№
10石神邑　邑じまんセット 

●提供／（株）不動農園
●内容／うす塩味梅（塩分10％）350ｇ、はちみつ梅（塩分7％）350ｇ×2個

まろやかな味わいの「うす塩
味梅」と、国産ハチミツを使用
し、ほんのり甘口に仕上げた
「はちみつ梅」のセットです。
保存やおすそ分けにも便利な
350ｇ×3パックです。

応援№
12不動農園の紀州南高梅セット

●提供／中田食品（株）
●内容／紀州産南高梅 しらら（塩分5％）、700ｇ（350ℊ×2入）

紀州産南高梅を塩味控えめ
でさっぱりとしたやさしい甘
味に仕上げました。
梅干本来の美味しさはそのま
まに、旨味・甘味・酸味・塩味
が絶妙なバランスで合わさっ
たまろやかな味わいの梅干
です。

応援№
11紀州産南高梅　しらら

●提供／伏菟野きくらげ生産組合
●内容／乾燥白いきくらげ12ｇ 2袋、乾燥あらげきくらげ（ホール）10ｇ 2袋、
　　　　 乾燥あらげきくらげ（ホール）18ｇ 2袋、乾燥あらげきくらげ（スライス）18ｇ 2袋

令和２年10月、扇ヶ浜公園に田辺市立武道館が開館
新武道館はメインアリーナやサブアリーナのほか約530人が収容
できる観覧席等を備え、各武道の練習場としての利用だけでなく、
大会誘致などもできるように設備を充実させています。３階テラス
からは、和歌山県の夕陽百選にも選ばれている扇ヶ浜を一望でき
ます。
また、植芝盛平記念館では、田辺市の三偉人の一人である合気道
開祖 植芝盛平翁の偉大な足跡と功績を称え、長く後世に伝承す
るため、盛平翁の生涯や合気道の沿革を紹介するグラフィックパネ
ル、ゆかりの品等を展示しています。



●提供／（有）鈴屋
●内容／デラックスケーキ 15個入り

重みのある特殊なカステラ
に、白いんげん豆を主原料に
つくったジャムをサンドして、
全体をホワイトチョコレート
でコーティングしています。
1個の大きさは約5cm四方、
高さ約3cmのケーキです。秋
篠宮殿下・紀子妃殿下お召し
上がりの品です。

応援№
27鈴屋のデラックスケーキ 15個入り

●提供／七福堂
●内容／田辺っ子 12個入り×2箱

こだわりの国産バターをたっ
ぷり使った生地に特製のク
リームをサンドしたお菓子
です。

応援№
28田辺っ子 12個入り 2箱セット

●提供／太田商店
●内容／紀州南高梅ひつまぶしセット2食入り

●冷凍便

創業80年の老舗鰻屋と梅農
家がコラボし、「鰻と梅の相性
の良さを証明できないか」を
テーマとして作り出した商品。
自慢の国産鰻と産地ならでは
の3種類の南高梅を味を変え
ながら食べていく楽しい商品に
仕上がっています。

応援№
25紀州南高梅ひつまぶし

●提供／（株）大西食品
●内容／熊野牛肉カレー　甘口・辛口　各200ｇ×2食

紀州和歌山の熊野地方で育てら
れた熊野牛を贅沢に使いフルーツ
と野菜をふんだんに加えてじっく
り煮込みました。大ぶりにカットさ
れた熊野牛はやわらかくその豊か
な味わいはフルーツと野菜から引
き出された甘さとも見事に調和し
ています。熊野牛肉カレーの甘口
と辛口をセットに致しました。

応援№
26熊野牛肉カレー甘口・辛口 各2食

●提供／ＥＨ製菓（株）
●内容／三万五千石 12個入

紀州銘菓  三万五千石。
甘さ控えめの餡を求肥で包
み、極薄のもなか種で挟み仕
上げた上品なお菓子です。

応援№
29三万五千石 12個入　

●提供／三德小西菓子舗
●内容／元祖柚もなか 15個入×3箱

当地の柚を使用し、紀州備
長炭の原料となる「ウバメガ
シ」の薪でじっくり炊き上げ
た柚あんを使用しています。
独特の味と香りが上品な甘み
を紡ぎ出します。100年以上
続く伝統の味をお楽しみくだ
さい。

応援№
30元祖 柚もなか
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●提供／ボイジャーブルーイング（株）
●内容／GOLD（アルコール度数5.5％）330ml×2本、
　　　　 COPPER（アルコール度数6％）330ml×2本、IPA（アルコール度数6.5％）330ml×2本

「紀州熊野の名水」を使用した麦芽
100%のビール。ふくよかな麦芽の風味
や控えめなホップの香りを楽しんでいた
だける「GOLD」（ゴールド）、濃色麦芽の
甘味に柑橘系ホップの苦味・香りを際立
たせた「COPPER」（コパー）、良質な苦
みと奥行きのある香りを楽しんでいただ
ける「IPA」（アイピーエー）のセットです。

応援№
21田辺市唯一のクラフトビール 3種類6本セット

●提供／（株）堀忠商店
●内容／清酒 關の葵 交（アルコール度数16％)720ml、熊野米2kg

「農山漁村の宝」にも選定され
ている地域ブランド米「熊野
米」を100％使用し辛口ですっ
きりとした味わいの日本酒で
す。熊野の清らかさ、田辺の爽
やかさを表現しています。紀州
の歴史と風土に思いをはせ、大
切な人と交わる時間をお過ご
しいただければと思います。

応援№
22酒問屋が造る熊野の日本酒と熊野米セット

●提供／とりとんファーム
●内容／鶏卵10個入り×6パック

遺伝子組み換えでない厳選素材を
集め自家配合し、竹林で採取した土
着菌や、天然の有用性微生物で発酵
させた自家製発酵飼料で、愛情を
たっぷり込めて育てています。広 と々
した鶏舎でのびのびと暮らす元気な
鶏のたまごです。

応援№
19とりとんファームの平飼いたまご10個入り×6パック

●提供／紀州ジビエ生産販売企業組合
●内容／鹿肉ローススライス（3ミリ）400g、鹿肉モモスライス（3ミリ）400g

紀州田辺産天然鹿肉です。
鹿肉のロース、モモをバーベ
キューに最適の食べ応えある
厚みにカットしました。ベテラ
ンの解体職人が、生きた状態
から精肉まで一貫して加工を
行うため、臭みの少ない上質
なジビエ肉となっています。

応援№
20鹿肉バーベキューセット

●提供／（株）梅屋
●内容／紀州梅酒（アルコール度数13％）720ml×4本入

『紀州梅酒』は、2020年10月
GI「和歌山梅酒」に認定され
ました。紀州産南高梅の素材
の良さを大切に、爽やかで
スッキリとした味わいに仕上
げています。食前・食中酒とし
て、また、くつろぎのひと時に
お楽しみいただけます。

応援№
23紀州梅酒 720ml×4本入

●提供／（ノウ）熊野ファーム
●内容／練り梅180ｇ×5本

しそで漬けた梅を梅肉にし
て、しその葉をまぜこんでい
ます。おにぎりの具材や料理
にもお使いいただけます。
チューブタイプの容器で小分
けしていますので使い勝手も
良いです。

応援№
24練り梅セット

第15回 田辺・弁慶映画祭
本年の田辺・弁慶映画祭は、「コンペティション部門」はオンライン開催、

「招待作品」については最終日に紀南文化会館大ホールにて上映いたします。

若手映画監督の作品を上映し、賞を決定する「コンペティション部門」は、

パソコンやタブレット端末・スマートフォン等から視聴することができます。

■期間　令和３年11月19日（金）～11月21日（日）の３日間
上映日時、鑑賞方法等の詳細は、田辺・弁慶映画祭HP
をご覧ください。

■お問合わせ
田辺・弁慶映画祭実行委員会事務局(26 -9929)

地元住民から募集した地元のおすすめスポッ
ト等を掲載したパンフレット等を発行！
パンフレットを持参すると協力店でお得にお
買い物やお食事ができる！
さらにスタンプラリーにて条件を満たすとオリ
ジナルグッズがもらえるほか、抽選で100名様
に地元特産品3,000円相当が当たる！

私のたなべ街歩きキャンペーンとは

詳しくはこちらから

●冷凍便

●限定100セット

キャンペーン期間：2022年2月28日(月)までたなべの三偉人

ゆかりの地を巡って

キャンペー
ンに参加しよう！



●提供／紀州松煙
●内容／紀州墨（小サイズ）1丁型15ｇ

紀州に古来より伝わる障子焚
き法で煤（松煙）を集め、それ
を100％使った松煙墨です。
日本で唯一煤作りから墨まで
一貫製造しています。

応援№
39純松煙墨・紀州墨（小）

●提供／（有）熊野鼓動
●内容／八咫烏だるまさん（1丸）高さ11.5cm重さ90g、熊野本宮大社受印

熊野のシンボル八咫烏を、日
本古来のだるまの形に描いた
縁起もの。
熊野の精神性である神仏習
合を体現しています。1体1体
職人が手作りしたものに特
別に本宮大社の印をいただ
いたものをお送り致します。

応援№
40八咫烏だるまさん（大）

●提供／G.WORKS
●内容／箸　長さ24cm、21cm　各1膳（材質：ヤマザクラ）

地元産の山桜でできたお箸
大小2膳セットです。素材を
生かしたシンプルなつくり
で、お使いになる方を選びま
せん。お祝いのプレゼントに
もぴったりです。

応援№
38木の椅子工房 G.WORKSの『山桜のお箸ペアセット』

●提供／（有）榎本家具店
●内容／BokuMoku 
　　　　 あかね材手作り行燈キット

BokuMokuは林業従事者の減少により発
生するあかね材（虫食い材）に新たな価値
を生み出すためのプロジェクトです。応援
品はあかね材を使用した行燈のワーク
ショップキットです。あかね材を積極的に使
用した行燈のワークショップキットと、釘、
紙、LEDライト、組立説明書がセットとなっ
ています。お子様でも作ることができます。

応援№
41BokuMoku あかね材手作り行燈キット

●提供／AKARI～熊野コネクトショップ～
●内容／熊野の橋渡し 3膳

田辺市の天然竹を使用した
製品。竹箸の製造過程では、
障害者の就労支援も盛り込
んでいます。防腐剤等の薬品
は一切使用しておらず安心・
安全な商品となっています。

応援№
42熊野への思いやり

9 10

●提供／（株）アセロラフーズ
●内容／うめドリンク8本、きんかんドリンク7本

紀州特産の肉厚な「梅」と紀
州名産の「丸きんかん」の果
実がまるごと1個入っている
ジュースです。
プレミア和歌山認定推奨品。

応援№
33うめ・きんかんドリンクセット（まるごと果実入り）

●提供／（株）丸惣
●内容／はちみつ梅黒酢 720ml×2本

大麦と発酵菌を原料にした純粋玄
麦の醸造黒酢に紀州南高梅の梅
酢と南紀白浜富田の水をバランス
よく配合し、はちみつとりんご果
汁、梅エキスを加えてストレートタ
イプに仕上げた飲みやすい黒酢飲
料です。

応援№
34はちみつ梅黒酢 720ml×2本

●提供／（株）きてら
●内容／季節毎の柑橘（温州みかん・不知火＜デコポン＞・バレンシア等）
　　　　 ジュース500ml×3本、梅ジュース500ml×3本

季節毎の秋津野で収穫され製造され
た「柑橘100%の生ジュース」で飲み飽
きしない味で大好評です。梅ジュース
は秋津野の紀州南高梅を昔ながらの
氷砂糖でシロップを抽出し、秋津野の
天然水と合わせました。ほんのりとし
た梅の香りがお口に広がります。さわ
やかなジュースに仕上がっています。

応援№
31紀州産ミカンジュースと南高梅のジュースセット

●提供／（株）モリカワ
●内容／「南紀アロマ珈琲」中挽600ｇ（缶入り）

ブラジル・インドネシア・コロンビアの３
種の厳選豆を南紀特産品「紀州備長炭」
で焙煎し、ブレンドしています。紀州備長
炭の力強くも柔らかな火力が豆を均一に
ふっくらと焼き上げ、「まろやかさ」と「雑
味のない透明感のあるテイスト」を最大
限に引き出しています。ふくよかでありな
がら、すっきりとしたコクとやわらかな苦
み、芳醇な香りをお愉しみください。

応援№
32紀州備長炭焙煎「南紀アロマ珈琲」中挽600ｇ（缶入り）

●提供／中辺路町商工会
●内容／備長炭小袋、山菜味噌150ｇ、鉄火みそ200ｇ、番茶80ｇ、かき餅、
　　　　 香り米300ｇ、干ししいたけ40ｇ、マドレーヌ、地鶏卵（6個入）

中辺路地域の特産品の9点
セットです。

応援№
35中辺路ふるさとセット

●提供／大塔村商工会
●内容／清流の大塔で作られたお米4kg、稲文醸造金山寺（径山寺）みそ250ｇ、
　　　　 大塔の梅で作った天日干白干梅

清流の大塔三川地区で育っ
たお米と地元産野菜を使用
した金山寺みそ、地元のお
母さんがていねいに天日干し
をした白干梅（昔ながらの
すっぱい梅）を詰め合わせま
した。

応援№
36大塔のふるさとなつかしセット

●提供／龍見商店　　　　　　●限定300セット　
●内容／カーボンソルト85g（ミネラル豊富な梅塩+紀州備長炭微粒子パウダー）、
　　　　 紀州備長炭ロング3本（約17cm～20cm）、紀州備長炭ショート１本（約10cm）

職人こだわりの元で作られ、まさに【炭の
中の炭】、世界に誇る田辺市の芸術品「紀
州備長炭」です。季節、焼き加減、湿度な
どで様々な顔を見せる紀州備長炭は唯
一無二の存在です。浄水効果、消臭効果
が高く、飲料水、ペットのお水、アクアリウ
ムにもオススメです。ご自宅に居ながら
プチパワースポットを体験できます。

応援№
37龍之泉® 紀州備長炭 癒し ３点

①田辺市の花は？
②他人の意見や批評に注意を払わず、聞き流すことのたとえ
③スイカに似た丸くて大きな果物
④春・夏・秋・冬のこと
⑤月に帰っちゃう「●●●姫」
⑥断層の種類は､「正断層」「逆断層」「横●●断層」がある
⑨公民館の役割で、●●●、つどう,むすぶ
⑪1977年に打ち上げられたNASAの宇宙探査機「●●●●●１号」
⑬ダイアトマイトともいう
⑮田辺市のキャッチフレーズ「未来へ●●●●道。田辺市」
⑰動●●、植●●、大●●など、●●に入る言葉は？
⑲天体の動きのこと ●●⇔公転
㉒持ってる？●●ナンバーカード
①田辺市の木は？
⑤物の多少や順序を表す言葉
⑦田辺市の鳥は？
⑧その時々の気分で行動すること
⑩「勝虫」と呼ばれる昆虫
⑫物を収めておくための物置小屋
⑬めったにない、珍しいこと
⑭●●●⇔全部
⑯おそれおののくこと
⑰橅の読み方
⑱いくつかの神社の祭神を1か所にまとめて祭った神社
⑳「ふるさと」の歌詞に出てくる。●●●なしや、友がき～
㉑主題・題材
㉓田辺のブランド魚である「紀州●●●」
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クロスワード を解こう

田辺市青年ネットワーク
田辺市には、「田辺市青年ネット
ワーク」という団体があり、市内
に在住・在勤する概ね18～35歳
の方が参加することができます。
この団体では、他の会員や団体
と協力・連携し、地域活動や
様々な体験活動を通し、会員個
人の成長や仲間づくり、ふるさと
田辺市の発展につなげることを

目的としています。青年ネットワークの会員は随時募集しています。
ご興味のある方は、田辺市生涯学習課までお問い合わせください。

田辺市生涯学習課公民館係　
Tel 0739-26-4925 / E-Mail : shougai@city.tanabe.lg.jp 　　 の文字を並べ換えてできる言葉の指すものをすべてお答えください。

回答は申込時に備考欄の中でお願いします。正解者の中から何名かの方
に素敵なプレゼントをお贈りします。


