
2016年

1

TEL：0736-33-2317　FAX：0736-33-2855　URL：http://www.cypress.ne.jp/bunsupo/

発行（公財）橋本市文化スポーツ振興公社 〒648－0041 和歌山県橋本市清水543－1 Vol.88

■イベント
・こども狂言教室発表会
■募集
・運動公園フォトコンテスト
・温水プール『レインボー』各種教室
・県立橋本体育館各種教室
・市民会館ヨガ教室

橋本市産業文化会館からのご案内 TEL 0736-42-5070（月曜日休館）

橋本市民会館からのご案内 TEL 0736-33-6108（火曜日休館）

残席わずか！
お急ぎください

リハーサル鑑賞券
リハーサル鑑賞券(自由席)
1,000円【100席限定発売！】

演奏がどのようにして出来上
がるのか？それはリハーサルに
隠されています！

○本公演チケット購入者のみ購
入可能。当日は12時に市民会
館ホールに集合となります。

●会　場：橋本市民会館ホール
●料　金：（前売券）全席指定席S席4,500円・A席4,000円・B席3,500円

(高校生以下:A席2,500円・B席1,000円)※当日券は500円増
関西フィルハーモニー管弦楽団　指揮：藤岡幸夫

平成28年
日　　時

開場14:30
開演15:00１月１１日（月・祝）

平成28年
日　　時 開場13:30

開演14:003月12日（土）

残席わずか！
お急ぎください

第17回

ニューイヤーコンサート

平成28年1月24日（日）
●友の会 ６００円 ●前売券 ７００円（当日券８００円）
場所／橋本市産業文化会館 大ホール (C)2010「ねこタクシー」製作委員会

『ねこタクシー』上映時間106分

チケット
発売中

開場／13時45分
上映／14時
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北島佳奈ヴァイオリンコンサートK A N A  K I T A J I M A

●料　　金：［大人］５００円 ［友の会］４００円
　　　　　　［高校生以下］無料 ※未就学児入場可
●助　　成：（一財）地域創造　　●制作協力：日本クラシック音楽事業協会

全席
自由席

☆☆☆各申し込みは産業文化会館窓口にて受付中！！詳しくはお問い合わせください。☆☆☆

１月9日(土)10：00より チケット発売開始



理　事　長　挨　拶

橋本市運動公園からのご案内 TEL 0736-33-1866

橋本市運動公園及びその他の公社運営管理施設でそこに集ま
る人々や風景などの写真を撮って応募してみませんか。応募数
に制限ありません。ただし、作品は未発表のものに限ります。

●写真サイズ　２L～Ａ４
●表　　彰　金賞1点 銀賞1点 銅賞1点 優秀賞数点
●応募締切　平成28年2月20日

橋本市運動公園フォトコンテストのご案内

橋本市温水プールレインボーからのご案内 TEL 0736-42-5077（月曜日休館）

堂本  博予さん

火～土曜…13：00～21：00　日曜・祝日…10：00～19：00
休 館 日…月曜日(祝日と重なった場合も休館です。)
各曜日の開館時間及び閉館時間を厳守して下さい。
※年末年始は、平成27年12月28日（月）～平成28年1月4日（月）は休館日となります。

一般開放・レインボー無料講座

入  

場  

料

2時間有効(有効時間を30分以上超
過毎に延長料金100円頂きます)

橋本市内在住者 市外在住者
当日券 当日券

大　　人 15歳・高校生以上 510円 770円
小　　人 0歳～中学生 200円 300円
シルバー 満65歳以上 250円 510円

大人心身障がい者 15歳・高校生以上 250円 510円
小人心身障がい者 0歳～中学生 100円 200円
身障者介護人 20歳以上 1名様につきお１人様無料

◎スイミングキャップをご持参ください。◎満65歳以上の方は、年齢を確認できる
もの(免許証や健康保険証等)及び、ご印鑑をご持参の上、受付までお越し下さい。
(使用料減免申請書をご記入頂き、証明書を発行させて頂きます。)◎小学3年生以
下の方のみでは入場できません。◎障害者の方は障害者手帳の提示が必要です。

お得な回数券もあります!!一般遊泳のご案内 ♪開館時間♪

一般利用の方向けに無料講座もおこなっております☆
新年、気持ちも新たに運動を始めてみませんか？？

50M自由形・200Mフリーリレー
─ 4位入賞おめでとう！！ ─

おすすめ無料講座一覧

※入場料は別途必要となります。※祝日・5週目はお休みです。（水中機能改善教室を除く）
※プログラムの詳細は、レインボー受付または、℡：0736-42-5077までお問い合わせ下さい

★☆★☆★☆★☆★☆  1月  ★☆★☆★☆★☆★☆
（講師の都合により変更または休講する場合がございます。）

火曜日 アクアウォーキング 14：00 ～ 14：30
ベビースイミング 14：30 ～ 15：00

水曜日 アクアビクス 13：15 ～ 13：45
木曜日 アクアウォーキング 13：15 ～ 13：45

金曜日 水中機能改善教室 13：15 ～ 14：00
パワーアップアクアウォーク 20：15 ～ 20：45

新年のごあいさつ

昨年の
入賞作品

新年あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
平素は、公社事業活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
昨年は第７０回国民体育大会「紀の国わかやま国体」が開催され、橋本会場にも全国からアスリート

が相集い大きな感動を与えてくれました。
公社においても３つの管理施設で３競技が実施され、選手監督には最高の舞台を、全国から応援に来られた方 に々は快適に観戦で

きる環境を、との思いのもと会場準備を行い、多くの方に喜んでいただけたことは、大きな財産となり意義ある１年でありました。
新年には、橋本市民会館において、恒例となりました関西フィルハーモニー管弦楽団（指揮：藤岡幸夫氏）を迎え、第１７回目のニュー

イヤーコンサートを開催します。ドヴォルザークの交響曲第９番「新世界より」等 お々馴染の曲の演奏により、迫力と感動を市民の皆さ
んにお届けできると思いますので、ご来場を心からお待ちしております。
本年も、皆様の多趣にわたる文化・スポーツ・レクリエーション活動や健康増進、生きがいづくり、仲間づくりのお手伝いと、そして素

晴らしい感動に出会える交流の拠点として活用していただけるような施設の管理運営を、職員一丸となって取り組んでまいりますので、より
一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後に、皆様のご健勝とご多幸を心からご祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

紀の国わかやま大会

公益財団法人　橋本市文化スポーツ振興公社
理事長  森　本　國　昭



県立橋本体育館からのご案内 TEL 0736-32-9660（火曜日休館）

詳しくはホームページで 『県立橋本体育館』で検索クリック県立橋本体育館

　教室開始2時間前の時点で、橋本市に警報(大雨・洪水・暴風・大雪・風雪)の内一つでも発令されている場合は教室を中止とします。
★気象警報発令時の主催教室等について

第69回和歌山県美術展覧会　橋本展
今年は新たに、小・中学生を対象とした「ジュニア展」が加わり、より一層充実した催しとなっています。
●開催日時：1/13(水)～1/17(日)　10:00～17:00　●場所：サブアリーナ
●主　　催：橋本展実行委員会(橋本市中央公民館)0736-32-0034

入 場 無 料

●開催日時：1/15.29  2/5.19  3/4.18
●参 加 費：4,110円
●受 付 日：12/18(金)10:00～
●そ の 他：有料託児サービスあり(事前申込要)
●定　　員：２０名

バレエエクササイズ無料体験
随時実施中

金曜日
10：30

●開催日時：第4期 1/14～3/24(全10回）木曜 16:30～17:30
●場　　所：武道室
●対　　象：満４歳～小学１年生（対象外要相談）
●定　　員：20名　　●参 加 費：5,140円（１０回）
●申込方法：12/24(木)16時より受付開始
●持 ち 物：上靴、運動のできる服装、飲み物
※詳細はお問い合わせください。

キッズバトン教室

★金曜クラス：1/8～3/18（15:00～16:30）
○場所：トレーニングルーム(25名)
※金曜クラスのみ託児サービス有(有料)

★土曜クラス：1/16～3/19（19:00～20:30）
○場所：武道室（30名）
●参加費：6,170円（全6回）

フラダンス教室無料体験
随時実施中

ラダーやコーディネーショントレーニングを取り入れて運動能力アップ！
●開催日時：1/13～3/23（16:00～16:50〈50分〉）
●場　　所：トレーニングルーム
●対　　象：小学2年～6年生
●参 加 費：3,600円（全10回）
●申込方法：12/16(水)15:30～事務所にて受付開始
●定　　員：10名（先着順）

ジュニアスポーツトレーニング教室 水曜
16：00

●開催日時：1/6.13.20.27 2/3.10.17.24
　　　　　　水曜日 16:00～17:00
●場　　所：メインアリーナ
●対　　象：幼児４歳～小学６年生
●参 加 費：一人300円
●申込方法：当日、受付で参加費をお支払い下さい。
●持 ち 物：体育館シューズ・タオル・飲み物など

ジュニアフットサルスクール
老若男女問わず誰もが簡単に音楽にのりながら
楽しく実践できるプログラムです。
●開催日時：1/7～3/17（11：00～12：00）
●参 加 費：6,170円（全10回）
●場　　所：トレーニングルーム　　●定　　員：40名
●第4期申込日：12/10(木)10:30～受付開始

KaQiLa～カキラ～教室無料体験
随時実施中

毎週
木曜日

●開催日時：第4期1/6～3/16（全10回)
　　　　　　水曜日　13:30～15:00
●参 加 費：5140円(全10回)　当日参加720円
●持 ち 物：運動しやすい格好・底の薄い靴・飲み物・タオル
●受 付 日：第4期12/9（水）13:00～受付開始

太極拳教室 水曜日13:30ズンバ教室無料体験
随時実施中

●開催日時：①水曜19:15　②月曜13:30
●場　　所：①武道室　②トレーニングルーム
●対　　象：18歳以上の男女
●参 加 費：①5140円(全10回)②3080円(全6回)
●持 ち 物：体育館シューズ･飲み物・タオル等
●そ の 他：月曜クラスのみ託児ルーム有(有料)

第3期  1月7日～3月17日（全10回）9:30～10:30
●対　　象：Ｈ23.4～Ｈ25.11の間に生まれた幼児と保護者
●参 加 費：1組5,140円(全10回)
●定　　員：各クラス先着15組
●そ の 他：有料託児サービスあり（事前申込要）
●受 付 日：12/17（木）9:00～事務所にて受付開始

第3期  1月7日～3月17日（全10回）9:30～10:30
●対　　象：Ｈ23.4～Ｈ25.11の間に生まれた幼児と保護者
●参 加 費：1組5,140円(全10回)
●定　　員：各クラス先着15組
●そ の 他：有料託児サービスあり（事前申込要）
●受 付 日：12/17（木）9:00～事務所にて受付開始

ファミリースポーツ教室 木曜日ベリーダンス教室無料体験
随時実施中

隔週土曜日
14:00

●開催日時：1/9.23  2/13.27  3/5.19
　　　　　　（14:00～15:15〈75分〉）
●場　　所：トレーニングルーム
●対　　象：18歳以上　　●定　　員：40名（先着順）
●参 加 費：4,110円（全6回）　　●持 ち 物：タオル・飲み物など
※第4期12/19（土）13:30～受付開始

●開催日時：1/14.21.28  2/4.18.25  3/3.10.17.24
●場　　所：トレーニングルーム
●対　　象：50歳以上の健康な方
●参 加 費：4,110円(全10回)
●持 ち 物：体育館シューズ･飲み物・タオル等
●受 付 日：12/17(木)13:00～先着順(２5名)

レクリェーション吹矢教室エアロビクス教室無料体験
随時実施中

※1期１０回
　５，１４０円

詳細・
空き状況など
お問い合わせ
ください。

月曜１１：００
クラス

木曜１４：００
木曜１８：００
木曜１９：１５
土曜 ９：３０

５０名
定員

５０名
２５名
５０名
５０名

初級
内容

初級
初心者向
初級
初級

当日参加可

1/14.21.28  2/4.18.25  3/3.10.17.24



橋本市民会館からのご案内 TEL 0736-33-6108（火曜日休館）

●開催日時：1/6・13・20  2/3・10・17・24  3/9・16・23（水曜日）
　　　　　①朝ヨガ10：00～11：30　②昼ヨガ13：30～15：00
　　　　　③夕ヨガ18：00～19：30　90分 各クラス定員25名
●場　所：市民会館2階和室
●参加費：6,170円（全10回）　体験１回820円
●持ち物：飲み物・タオル等・ヨガマット（教室で購入可）又は大きめのバスタオル等
●申込方法：申込書に記入の上、事務所にて12/9（水）～受付開始

４期 ヨガ教室
和歌山県文化振興事業補助金補助事業
こども狂言教室発表会 生徒募集中！

癒しのヨガでリフレッシュ＆リラックス

●日時：平成28年2月21日（日）
開場12：30　開演13：00

●場所：橋本市民会館ホール
●内容：こども狂言教室で練習してきたこども達

が狂言を披露します。大和座狂言事務所
の先生方による模範演技も楽しめます。

入場
無料

月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

1

10 日 橋本市消防出初式 ホール 開式　9：00 橋本市消防本部 0736-33-0119
11 月（祝）第17回ニューイヤーコンサート ホール 開場14：30  開演15：00 橋本市民会館 0736-33-6108
23 土 暮らしに役立つ生活知識講演会in橋本 ホール 13：30　開演 橋本市市民生活環境課 0736-33-1111
31 日 橋本市制10周年記念式典 ホール 開式　13:30 橋本市秘書広報課 0736-33-1111

2 21 日 こども狂言教室発表会 ホール 開演　13:00 橋本市民会館 0736-33-6108

橋本市民会館　1月・2月の催しのご案内 TEL.0736-33-6108（休館・火曜日）

月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ
1 24 日 アザレア映画鑑賞会　「ねこタクシー」 大ホール 14：00～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070

2

6 土 すみだこども園　生活発表会 大ホール 9：30～ すみだこども園 0736-33-1121
7 日 第１５回チャリティーふるさと寄席　紀ノ川公演 大ホール 12:30～ 手打ちうどん　さぬき（つれもて会） 0736-43-2241
13 土 平成２７年度 人権を共に考える講演会「一緒に生きて行きましょう」～あなたの愛を求めいています～（講師：家田荘子さん） 大ホール 12：50～ 橋本市市民生活部 人権・男女共同推進室 0736-33-1229
14 日 わくわく発表会 大ホール ①9：30～②13：30～ 三石台幼稚園 0736-37-2236
20 土 生活発表会 大ホール 9：00～ 輝きの森学園 0736-37-2050
27 土 ムーミン谷こども園　春うららコンサート 大ホール 9：30～ ムーミン谷こども園 0736-34-7870

橋本市産業文化会館　1・2月の催しのご案内 TEL.0736-42-5070（休館・月曜日）

月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

1

5 火 なかよしカップ(バスケットボール) メイン･サブアリーナ 9:00～ 橋本高等学校(岩見) 0736-32-0049
9 土 第5回110番の日小学生ドッジボール大会 メインアリーナ 9:00～ 第5回小学生ドッジボール実行委員会(福井) 090-3033-0776
10 日 橋本市成人式 メインアリーナ 13:30～ 橋本市役所社会教育課 0736-33-6112

13～17 水～日 第69回和歌山県美術展覧会橋本展 サブアリーナ 10:00～17:00 橋本展実行委員会(橋本中央公民館) 0736-32-0034
17 日 第１０回NC杯少年柔道大会 メインアリーナ 8:30～ 西部柔道クラブ(大浦) 090-3279-8872
23 土 第5回那賀地区ウィンターカップ メイン･サブアリーナ 9:00～ 岩出中学校(上松) 0736-62-3223

24 日
紀北地区合同卓球練習会 メインアリーナ南2/3 9:00～ 伊都中央高等学校(馬場) 0736-42-2056
第15回はしもとソフトバレーボール大会 サブアリーナ 9:00～ 橋本市ソフトバレーボール連盟(和田) 090-9701-0509

25 月 それいけ!わんパーク サブアリーナ 10:00～ 橋本市役所福祉課 0736-33-1111
30 土 平成27年度和歌山県高等学校ソフトテニス紀北支部インドア大会 メイン･サブアリーナ 9:00～ 粉河高等学校(有本) 0736-73-3689
31 日 貴志川カップ メイン･サブアリーナ 9:00～ 貴志川中学校(田村) 0736-64-2521

2

6･7 土・日 きのくに研修大会 メイン･サブアリーナ 9:00～ 和歌山信愛附属中学校 073-424-1141
14 日 第51回紀ノ川オープン卓球大会・第16回紀ノ川中学生大会 メインアリーナ 9:00～ 伊都卓球連盟(光吉) 0736-42-2446
15 月 それいけ！わんパーク サブアリーナ 10:00～ 橋本市役所福祉課 0736-33-1111
20 土 キッズサッカーフェスティバル サブアリーナ 9:00～ 和歌山県サッカー協会(福本) 090-8388-2004
28 日 第10回AQUAカップ メインアリーナ 9:00～ ソフトバレーボールAQUA

和歌山県立橋本体育館　1・2月の大会・催しのご案内 TEL.0736-32-9660（休館・火曜日）

月　日 曜日 大会名 場所 時間 主催・お問合せ

1

11 月（祝）橋本・伊都少年サッカー　新人戦予選 グラウンド 9：00～17：00 橋本市少年サッカー協会
12 火 新春グラウンドゴルフ大会　第1弾 グラウンド 13：00～17：00 橋本市運動公園事務所
13 水 新春グラウンドゴルフ大会　第2弾 グラウンド 13：00～17：00 橋本市運動公園事務所
31 日 県社会人サッカー連盟杯 グラウンド 12：00～17：00 和歌山県社会人サッカー連盟

2
11 木（祝）第19回橋本マラソン グラウンド 9：00～17：00 教育委員会文化スポーツ室
21 日 JA全農杯ちびりんピック８人制サッカー大会　県大会 グラウンド 9：00～17：00 (一社）和歌山県サッカー協会
28 日 橋本市長杯招待試合 グラウンド 9：00～17：00 橋本市少年サッカー協会

橋本市運動公園　1・2月の大会・催しのご案内 TEL.0736-33-1866

【年末年始休業日】のお知らせ
12月29日～1月3日
12月29日～1月3日
12月28日～1月4日
12月28日～1月4日
12月29日～1月3日

公 社 事 務 局
橋本市民会館
産業文化会館

12月26日～1月5日神野々緑地広場
オートキャンプ場

温 水 プ ー ル
県立橋本体育館

日　　程 テニスコート グラウンド
～12/26(土) 9時　～　21時　　※通常どおり
　12/27(日) 9時　～　17時　　
　12/28(月) 9時　～　12時  ※年末クリーン作戦を実施します。
　12/29(火)～1/2(土) 休　業
　 1/ 3(日) 9時　～　16時 休業（個人の自主練習は使用可能）
　 1/ 4(月）・5(火) 9時　～　17時
　 1/ 6(水)以降 9時　～　21時　　※通常どおり

橋本市運動公園テニスコート・グラウンド 年末年始の営業時間


