
１階フロア 
 [玄関受付] 

10:00～16:00 SDGsスタンプラリー 
対 象：小学生 
※文房具セットをプレゼント（数に限りあり） 

 
 [玄関] 
◎田辺工業高校 作品展示 
◎狂犬病予防・動物愛護の啓発 
◎薬物乱用防止、臓器移植、骨髄バンク、献血、 
 ジェネリック医薬品啓発 
◎浄化槽の仕組み等のパネル展示 
◎人権の花運動 写真コンテストパネル展示 
◎13:00～ 人権カレンダーの配付（200部限定） 

 
 

 [エントランスホール] 
10:00～16:00 
花団体の活動写真を展示及び花苗、球根等の販売 

 
 

 [エントランスホール] 
10:00～16:00 
第61回全日本花いっぱい田辺大会啓発ブース 
大会に向けたガーデニング体験 
定 員：各日20組 
内 容：木製プランターに花苗や球根を植え、グッズ 
    を飾るなどし、12月のガーデニングコンテ 
    スト（12月に審査、翌年３月の大会に展示） 
    に向けた作品作りを行います。 

※持帰り不可 
申込先：0739-26-9966『管理課』 

 
 

 [廊下] 
◎稲成学童保育所作品展示  
◎たばこのパネル展 

 
 

 [診察室3] 
浄化槽管理者講習会 
11/26（土）13:30～14:10 

11/27（日）11:00～11:40 

定 員：各回10名程度 
申込先：0739-26-9927『環境課』 

 
 

 [つどいの部屋] 
リサイクル展  
11/26（土）10:00～16:00 
11/27（日）10:00～12:00 
内 容：小学生の社会科学習会（ゴミ処理）に関する 
    感想文、ごみ啓発ポスター及びリサイクル品の 
    展示 
★リサイクル品抽選会[２階交流ホール]★ 
11/27（日）12:30～ 

 11/26（土）～27（日） 

申込必要 

２階フロア 
 [廊下] 
◎市立幼稚園絵画作品展 
◎市立保育所・NPO法人保育園年長児の絵画展示 

 
 

 [廊下・ボランティアルーム] 
幼稚園、小・中学校における学社融合の取組紹介（展示） 

  
 

 [会議室1] 
10:00～16:00 
吉野熊野国立公園（よしくま）の紹介 

 
 

 [相談室２] 
10:00～16:00 
広報たなべの歴史とLINEの活用紹介 
 
 

 [更正保護サポートセンター] 
10:00～16:00 
田辺保護司会活動紹介 

 

４階フロア 
 [廊下・会議室] 
神島高校写真部 写真展 

 
 [交流ホール] 
10:00～16:00 
「わたしの町のたからもの」 
絵画展＆チャリティバザー  
＜紀南ユネスコ協会＞ 

 

西側駐車場（ふれあい広場） 

 10:00～16:00 
マイナンバーカード出張申請サポート 

 
 13:00～15:00  
消防体験 ※雨天の場合は中止 
○はしご車の展示 
○子供用防火衣の着装体験 
○消火器の取扱体験（訓練用水消火器を使用） 

申込必要 

申込必要 

マナビィ 

SDGｓについて 

みんなで考えてみよう！ 
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１階フロア 
 [診察室１の横の廊下] 
10:00～12:00 大腸がんクイズコーナー  
10:00～12:00 歯周病検診啓発ビラ等の配布 

 
 [保健指導室] 
10:00～12:00 食育の啓発 
対 象：幼児～小学生と保護者 
※先着50名に食育グッズをプレゼント 
＜田辺市食生活改善推進協議会田辺支部＞ 

 
 [乳幼児相談室] 
10:00～11:30  
親子でハーバリウムづくり体験 
①10:00～②10:30～③11:00～ 
対 象：幼児～小学生と保護者 
定 員：30組60名（親子）＜各回10組＞ 
内 容：かわいいドライフラワーを小さなビンに閉じ 
    じ込めて、洗濯のりで満たします。親子で相 
    談しながら、オリジナルハーバリウムづくり 
    を体験できます。 
※１組で１本となります。 
申込先：0739-26-4925『生涯学習課公民館係』 
＜田辺市女性会連絡協議会田辺支部＞ 

 
 [検査室] 

10:00～12:00 和歯歯
わ は は

クイズラリー 
対象：幼児～小学校低学年児童対象 
内容：○×のクイズラリー  
※歯磨きグッズプレゼント 

 
 【機能訓練室】 
10:00～15:00  
松ぼっくりでクリスマスツリー作り  
（材料なくなり次第終了） 
＜南紀こどもステーション＞ 

 
 [栄養相談室] 
10:00～12:00 
『親子でチャレンジ「レストランごっこ」』 
対 象：幼児～小学生と保護者 
定 員：32組 
内 容：料理カードを自由に取ってもらい、その内容 
    や組み合わせについて、管理栄養士がアドバ 
    バイスいたします。 
申込先：0739-26-4901『健康増進課』 
※事前申込者には食育カルタをプレゼント 

2階フロア 

 [交流ホール] 
10:00～12:30 公民館サークル発表 
○長野公民館 大正琴サークル 
○東部公民館 琴柚会 
○東部公民館舞踊サークル“東舞乃会” 
○Unite（芳養キッズダンスサークル） 

○田辺少年少女合唱団 
○あすなろ合唱団  
定 員：50名程度 
申込先：0739-26-4925『生涯学習課公民館係』 

 
 [交流ホール] 
13:30～15:30 環境を考える市民の集い 
①環境保全推進活動表彰式  
②環境講演会 

 
 [青少年ホール] 
10:00～16:00 世界の国々を見てみよう！ 
アゼルバイジャンとカナダの紹介 
★アゼルバイジャンとカナダの文化紹介とアゼルバジャ 
ンのダンス体験★ 
①10:30～11:20 ②13:30～14:20 
定 員：各20名 
申込先：0739-26-4908『生涯学習課』 

 
 [相談室１] 
10:00～15:30 
田辺市市民活動センター活動紹介と登録団体による発表 

１階フロア 

  [機能訓練室] 
10:00～16:00 
ゼロカーボンフェア～地球温暖化について考えよう～ 
①10:30～②11:30～③13:30～④14:30～⑤15:30～ 
定 員：各回40名 
〇DVD「2100年未来の天気予報」上映 
○VR体験シアター 
 気候変動による影響を５つのストーリーから選んで近未 
来の地球に起こり得る危機をVRで体験 
申込先：0739-26-9927『環境課』 
※西側駐車場（ふれあい広場）で行う「クルマで給電体 
験」への参加とセットで、参加者にノベルティをプレゼ 
ント 

 

2階フロア 

 [交流ホール] 
10:00～12:00 田辺市少年少女発明クラブ公開講座 
光電池で動くおもちゃを作ろう！ 
対 象：小学４～６年生   
定 員：10名 
申込先：0739-26-4908『生涯学習課』 

 
 [交流ホール] 
13:30～15:15  
映画鑑賞会「おいしい家族」 
定 員：30名 
申込先：0739-26-4936『男女共同参画推進室』 

＜田辺市男女共同参画センター主催 田辺市男女共同参画連絡会企画＞ 

 
 [青少年ホール] 
10:00～12:00 のぞいてみよう！ボーイスカウト活動 
＜ボーイスカウト和歌山連盟 田辺第１団＞ 

 

4階フロア 

 [男女共同参画ルーム] 
10:00～16:00 
◎男女共同参画図書特設コーナー 
※アンケートご協力で啓発グッズをプレゼント 
◎女性電話相談 [専用℡ 0739-26-4919] 
女性が抱える様々な悩みに女性相談員が電話で相談に応じ 
ます。 

 
西側駐車場（ふれあい広場） 
 10:00～16:00 
クルマで給電体験 ※雨天の場合は中止 
PHEV・BEV車等の給電デモンストレーション 
※１階の機能訓練室で行う「ゼロカーボンフェア～地球温 
暖化について考えよう～」への参加とセットで、参加者に 
ノベルティをプレゼント 

 

申込必要 

申込必要  市民総合センター 

申込必要 

その他の会場のイベント 

11/26（土） 
 10:30～14:30（終了予定） 
古道ウォーク ※雨天の場合は中止 
場 所：本宮地域（熊野本宮大社～伏拝王子～大斎原） 

内 容：ゴミを拾いながら熊野古道を歩き、運動 
    しながら田辺市の文化を学べます。 
申込先：0739-25-2531『スポーツ推進課』 

 
 13:30～15:00 
カミンズタイム～おりがみのじかん～ 
場 所：たなべる２階大会議室 
内 容：おりがみで、クリスマスツリーを飾る 
    オーナメントを作ります。 
    また、おりがみテクニックも教えます。 
対 象：小学１～３年生 
定 員：子ども10名＋保護者 
申込先：0739-22-0697『田辺市立図書館』 

 
 15:00～16:00 スライド劇場 
場 所：たなべる１階おはなしのへや 
対 象：小学１～３年生 
定 員：子ども10名＋保護者 
内 容：日本及び世界に伝わる昔話を、スライド 
    を使って上映します。 
申込先：0739-22-0697『田辺市立図書館』 

 
 10:00～17:00（最終入館は16:30） 
南方熊楠翁没後80周年事業 
田辺市生涯学習フェスティバル特別公開 
場 所：南方熊楠顕彰館 
内 容：①オリジナルグッズプレゼント 
    ②収蔵庫特別入室体験 
※①②とも先着30名 

 
 

11/26（土）～27（日） 
 ９:30～17:00 
熊野道を旅する～齋藤彌惣兵衛の巡礼旅～ 
場 所：たなべる２階田辺歴史民俗資料館 
内 容：熊野参詣道の巡礼者の1人である齋藤彌惣兵衛 

    が記録した2冊の道中日記や当時のガイドブッ 

    クである道中案内記をもとに巡礼者が見た熊 

    野道の風景を紹介します。 

★担当職員による展示解説★ 
11/26(土)13:30～ 

 
 10:00～16:00 
SL C577号（さよなら南紀号）一般開放 
場 所：会津公園 
★ミニSL講座★ 
①11:00～11:15  
②13:30～13:45 

申込必要 

申込必要 

申込必要 

申込必要 

申込必要 

申込必要 

申込必要 

11/27（日） 

W 


