
　 　
　

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。

自然体験学習・本宮小学校がお茶摘みを楽しむ！

晴天にめぐまれた５月１４日、本宮小学校による自然体験学習が行われました。

３年生７名が川湯の宇恵操さんの茶畑で茶摘み体験をしました。最初、宇恵さんに

「今日はよろしくお願いします。」と元気に挨拶をした後、茶畑の方に移動して実際

にお茶の摘み方について説明を受けました。児童達は宇恵さんが用意してくれていた

かごを腰につけて茶葉を摘みました。少し蒸し暑い日でしたが、時折吹く風がここち

よかったです。児童達は一生懸命にお茶摘み作業をしていました。高見渓君は「最初

はコツがわからなかったが、コツがわかってきてお茶摘みが楽しくなってきた。たく

さん摘めてよかった。また、お茶摘みをしたいです。」と話してくれました。
摘んだ茶葉は、学校に持ち帰り、子どもたちの手によって番茶などに加工して、お

茶、茶粥などでいただくとのことでした。

宇恵さんに挨拶 茶摘みの説明を受けている様子

茶摘み体験をしている様子 茶畑の中で、集合写真令和３年４月末の人口等

地域別 男 女 計 人口割合 世帯数

三　里 433 512 945 36.8% 516

本　宮 245 254 499 19.5% 263

四村川 258 282 540 21.0% 310

請　川 275 307 582 22.7% 381

計 1,211 1,355 2,566 100.0% 1,470

※　野竹を四村川に含めています。
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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

６月２日（水曜日）
本宮小学校
三里小学校

６月１６日（水曜日）
平集会所

福寿集会所 請川郵便局前

白鳥とコウモリ 東野　圭吾 沙林ｰ偽りの王国ｰ 帚木　蓬生 正欲 淺井リョウ

日華ミステリー
アンソロジー

島田　荘司
新謎解きは

ディナーのあとで
東川　篤哉 曲亭の家 西條　奈加

エレジーは流れない 三浦しをん
わたし、

定時で帰ります。
ライジング

朱野　帰子 代理母、はじめました 垣谷　美雨

証言・終わらない
日産ゴーン事件

市岡　豊大
縁もゆかりも
あったのだ

こだま キャンプ日和 大町　桂月

その落とし物は誰かの
形見かもしれない

せきしろ 養老先生、病院へ行く 養老　孟司 僕たちの正義 平沼　正樹

三人三味-無礼講で
気ままなおしゃべりｰ

清水ミチコ
非正規介護職員
ヨボヨボ日記

真山　剛 志村けん論 鈴木　旭

いちばんやさしい
エクセル超入門

平田　絵里
いちばんやさしい

ワード＆エクセル超入門
平田　絵里

認知症になった
蛭子さん

蛭子　能収

bonponさんの
何歳でもおしゃれを
楽しめる手作り服

ｂｏｎｐｏｎ
アーモンドだから、

おいしい
下園　昌江

使って育てる
帆布のバッグ

久村　直大
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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

3位 『心淋し川』 西條　奈加

4位 『刑事の枷』 堂場　瞬一

4位 『希望の糸』 東野　圭吾

～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5月」掲載

過去2ヶ月の貸出ベスト５



　

熊野本宮スポーツクラブではスポーツを通じて、チームワークやルールを学び、健
全な子供たちの育成を図ることを目的に、小学生対象のスポーツドッジボールを行っ
ています。

年に数回、大会にも参加して他地域のチームと交流しています。

新メンバーを募集しますので興味のある方は、お気軽に見学またはご連絡ください。

※スタッフの方も募集しています。

〇 練習日（週２回）

月曜日 午後７時～８時３０分、 金曜日 午後７時30分～９時

〇 場 所：本宮体育館

〇 指導者：谷口 幸司さん、植野 元樹さん

〇 資 格：町内の１年から６年の小学生ほか（近隣町村の方も可）

〇 年会費：3,000円(スポーツ保険込）

〇 【お問い合わせ先】 （谷口幸司さん）

（植野元樹さん）

スポーツドッジをやろう！

ドッジメンバーの皆さん 練習の様子

【子どもの居場所づくり事業 指導者を募集します】
夏休み期間中に、小学生が安心安全に過ごすため居場所づくりを本宮公民館に開設します。
この事業に協力していただける方を指導者として募集します。

・募集人員 複数名
・業務内容 常時２名体制の交代制で自主学習や屋内外での遊び・体験等の見守り
・募集条件 １８歳以上（高校生不可）

・提出書類 履歴書
・賃 金 ９３５円/時間～

・雇用期間 7月21日～8月31日の平日（予定）（8/13～8/1５は閉所（お盆休み））
※勤務日は採用決定後に調整します

・勤務時間 ①８時から14時30分 ②13時から18時30分

〈申し込み・お問い合わせ先〉本宮教育事務所 電話：０７３５-４２-１１６4

募集 本宮短歌会員

本宮短歌会では、毎月、第４金曜日、本宮行政局２階会議室において、短歌会員が集
まって短歌会を開催しています。この度、短歌会では、新会員を募集しています。関心
のある方は、お気軽にお問い合わせください。

〇 サークル名（本宮短歌会）
〇 代表者 松本 操
〇 活動日時 第４金曜日（８月・１２月休み）、開始時間９時３０分～
〇 会場 本宮行政局
〇 会費 ３,０００円／年
〇 会員数 ７名

〈お問い合わせ先〉本宮教育事務所 電話：０７３５-４２-１１６4

本宮プールの開場と子ども水泳教室を中止します
本宮プールを含む田辺市営プール（もりいこいの広場プール・湯ノ又プール・安井プール・福井

プール・近野プール）について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、昨年同様、開場
を中止します。

また、本宮プールの開場中止に伴い、今夏の公民館主催「子ども水泳教室」を 中止します。

＜お問い合わせ先＞ 本宮教育事務所 電話：0735-42-1164

～和歌山から不法滞在者をなくそう～
法務省の統計では、令和３年１月１日現在における全国の不法残留者数は82,868人となってお

り、不法入国者等を含めた不法滞在者は、県内にも相当数いると考えられます。不法滞在者の中に
は、他の犯罪に手を染める者もおり、警察では、関係機関と連携しながら、不法滞在者の摘発や不
法滞在者を雇用する悪質な事業主等の取締まりを強化しています。
「学校へ行かずに働いている留学生がいる」、「オーバーステイの外国人に関する話を聞いた」な

ど、少しでも「不法就労・不法滞在しているのでは？」と思うことがあれば、どんな情報でも構い
ませんので、新宮警察署又は最寄りの交番、駐在所までお知らせください。

■お問い合わせ先 : 新宮警察署：0735-21-0110

≪健康づくりに！ラジオ体操！！≫
ラジオ体操は、夏休み期間中の子どもたちの早寝・早起きを推進し、健全な生活習慣を応援する

ほか、地域の方々の健康づくりと交流を目的として開催します。
子どもから大人まで、ひとりでも多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【期 間】：７月２１日（水）から８月３１日（火）の間（予定）
（期間中 ８月１３日～８月１７日は休みとさせていただきます。）
６時３０分から始まりますので、それまでにお集まりください。

【開催場所】：本宮行政局職員駐車場（郵便局横） ※雨の場合は行政局正面玄関付近
【主 催】：本宮地区補導委員会
【共 催】：本宮公民館

※今後のコロナウイルス感染状況により、変更になる場合があります。

＜お問い合わせ先＞
本宮公民館 （教育事務所） 電話：０７３５-４２-１１６４


