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■イベント
・小学生ドッジボール大会
・ジュニアフットサル低学年大会
■募集
・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
・こども狂言教室
・野鳥観察会
・剪定講習会
・愛犬しつけ教室

橋本市運動公園からのご案内 TEL 0736-33-1866

第1期　4月5日（火）スタート
軟式テニスの教室です。 
●時　間：火曜16:30～17:30（低学年）
　　　　　火曜18:00～19:00（高学年）
●参加費：5,140円（全10回）

☆☆☆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。☆☆☆

平成28年4月1日より、規則の改正にともない使用申請の申し込みが１年前より可能となります。（現在は６か月前からの受付）
つきましては、平成２８年１０月１日～平成２９年４月１日に使用希望の方は、平成２８年４月１日午前９時に窓口までお越しください。重要なお知らせ

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

●日　　時：５月6日（金）～8日（日）
●場　　所：橋本市産業文化会館
●作品展示：6日（金）１３時～１７時
　　　　　　7日（土）・8日（日）  ９時～１７時
●舞台発表：8日  開場１２：３０  開演 １３：００
国際コンクール優勝の日本では数少ないクロマ
チックハーモニカ奏者、南里沙によるクロマチック
ハーモニカの美しい音色と高い技術の演奏をお
届けします。
●主　　催：高野口文化協会・公益財団法人
　　　　　　橋本市文化スポーツ振興公社

●日時
４月１７日（日）
全席指定席
①１３：３０～
②１６：００～

●金額
［前売］
２，８００円
［当日］
３，３００円

爆笑吉本新喜劇
～茂造が橋本にやって来る～

応募された力作94点の中から、次の方々が入賞されました。作品は、4月15日
まで県立橋本体育館のエントランスホールに展示しています。 （敬称略）
【金賞】 澤井　祥憲『出番を待つ』
【銀賞】 上田　雅男『　　絆　　』 【銅賞】 鷺之上雅永『蝶、大丈夫かな』
【優秀賞５点】 三島　英雄『絵 画 鑑 賞』 中村　　満『が ん ば れ ー』
　　　　　　山戸　正信『アメリカディゴ』 山戸　泰子『霧（ f o g ）』
　　　　　　小島　秀充『ストレ ッ チ』

4月29日（金・祝）10：00～15：30
※荒天時は4/30に延期
橋本市民プール前の園路で行います。
掘り出し物を見つけに来てください。

4月5日㈫、19日㈫、5月10日㈫、24日㈫
 朝9:30～11:00
●参加費：1人300円
（レンタルポール不要の場合は100円）

第1期　4月7日（木）スタート
●時　間：木曜19:00～20:30（全8回）
●対　象：中学生以上　  ●定　員：50名
●参加費：4,110円（全8回）
●場　所：運動公園グラウンド

第1期　4月6日（水）スタート
●時　間：水曜13:30～15:00（全10回）
●対　象：概ね60歳以上
●参加費：5,140円（全10回）
●場　所：運動公園テニスコート

平成28年4月24日（日）
開場／13時45分
上映／14時
●友の会 ６００円
●前　売 ７００円
●当　日 800円
場所／橋本市産業文化会館大ホール

『捜査官X』上映時間115分

チケット
発売中

チケット
好評発売中

Ⓒ2011 We Pictures Ltd.｠Stellar Mega Films Co., Ltd. All Rights Reserved.

高野口文化フェスティバル

シニアテニスサークル

平成27年度フォトコンテスト入選者発表

橋本市運動公園
フリーマーケット開催

ノルディック
ウォーキングで歩こう！！

大人のためのランニングスクール ジュニアソフトテニス教室

吹替



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）

橋本市民会館からのご案内 TEL 0736-33-6108（火曜日休館）

●期　間：平成28年7月～平成29年2月（全16回）
　　　　　隔週土曜日 14：00～16：00
●受講料：3,240円（全16回）
●対　象：小学3年生～中学3年生
●指　導：橋本狂言会

●開催日時：4/13,20,27  5/11,18,25  6/1,8,15,22（各水曜日）
　　　　　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　
●場　所：市民会館2階和室
●参加費：6,480円（全10回）　体験１回860円
●持ち物：飲み物・タオル・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、事務所にて受付中

1期 ヨガ教室
日本伝統芸能の世界をのぞいてみませんか！
狂言・小舞・謡から所作、礼儀作法も指導。
最終日は舞台発表会も開催。

こども狂言教室生徒募集中！ 生徒募集中！
癒しのヨガでリフレッシュ＆リラックス

神野々緑地広場・オートキャンプ場からのお知らせ TEL ０９０－９２１７―５８０４
■神野々緑地キャンプ場
デイキャンプを楽しんでいただくため、タープ、バーベキューグリルをレンタルします。
●タープ １張り ２００円
●バーベキューグリル（炭焼きグリル）　１台 ２００円 ※焼き網は除きます。
●利用期間　１月６日から１２月２５日の間無休　　●共同流し台、トイレ有

この度、橋本市の条例改正に伴い、平成28年4月1日から神野々緑地の使用料は下記のとおりとなります。

■芝生広場（グラウンドゴルフ場）
大勢の方のご利用をお待ちしております。
●クラブ・ボール １セット １００円
●スコアカード・鉛筆 無料
●利用期間　１月６日から１２月２５日の間無休

キャンプ場使用料
期　　　　　間 利用区分 利　用　時　間 単　位 使 用 料

夏季（４月１日から１０月３１日まで） 宿　　泊 １０時から翌１０時まで １区画 3,690円
宿泊以外 １０時から２０時まで １区画 2,460円冬季（１１月１日から３月３１日まで） １０時から１７時まで １区画

延長 １時間ごと １区画 610円
グラウンドゴルフ使用料

利　用　時　間 単　　位 １ラウンド（８ホール） フリーラウンド（２４ホール以上）
９時から２０時まで １人 120円 360円

市の施設を利用されるときにお支払いいただいている利用料について、市民全体の負担の公平性を保つための利用
料の見直しを行い、約20％の引き上げを行うこととなりました。引き続き皆さんに親しまれ、便利で使いやすい施設とな
るよう努めてまいりますので、ご理解のほどお願いします。
●新利用料の適用日 ： 平成28年４月１日以降の利用から適用されます。新利用料など詳しくは、橋本市民会館までお問い合わせください。

大人水泳教室 受講者募集中

レインボー☆おすすめ無料講座一覧

一般遊泳のご案内
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 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 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
心身障がい者介護人 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、ご本人と確認できるもの(免許証や健
康保険証等)及び、印鑑をご持参の上、受付までお越しくだ
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年生以下の方は必ず保護者の同伴が必要となりま
す。小学3年生以下の方のみでは入場できません。

お得な回数券もあります!!入場料

火～土曜日…13：00～21：00
日曜・祝日…10：00～19：00
休　館　日…毎週月曜日(祝日と重なっても休館)

開館
時間

一般開放

橋本市民会館
利用料改定の
お知らせ

初心者クラスから上級クラスまで、大歓迎です！
また、Ｍコースは水泳大会に向けた練習も行います！
●開催日時：
○Ｗコース（女 性 ク ラ ス）毎週水曜日、金曜日 14：00～15：15（祝・5週目除く）
○Ｇコース（男性・女性クラス）毎週火曜日、木曜日 19：30～20：45（祝・5週目除く）
○Ｍコース（男性・女性クラス）毎週土曜日 19：30～20：45（祝・5週目除く）
●対　　象：15歳以上の男性・女性
●参  加  費：月4回 4,110円 ／ 月8回 5,650円 ／ 月12回 6,680円

※入会金、年会費　各1,020円

★☆★☆ 4月～6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講座 13：15～13：45
ベビースイミング 14：30～15：00

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

※入場料は別途必要となります。
※祝日・5週目はお休みです。
※プログラムの詳細は、レインボー受付または、
℡：0736-42-5077までお問い合わせください。

クラス充実★



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

●開催日時：4/18、5/16、6/20
●参 加 費：大人510円、中・高校生410円、小学生300円
●持 ち 物：体育館シューズ、飲み物、タオル等
●そ の 他：貸しラケット有り。
　　　　　　小学生は市バドミントン協会の指導有り。

バドミントンサークル
●開催日時：5/12～7/14　木曜9：30
●参 加 費：5,140円(全10回)
●対　　象：2歳～4歳の未就園児と保護者
●定　　員：15組
●持 ち 物：飲み物、タオル等
●そ の 他：託児ルーム有り(事前申込要・有料)

●開催日時：5/12～7/14　木曜9：30
●参 加 費：5,140円(全10回)
●対　　象：2歳～4歳の未就園児と保護者
●定　　員：15組
●持 ち 物：飲み物、タオル等
●そ の 他：託児ルーム有り(事前申込要・有料)

ファミリースポーツ教室 60
分

●開催日時：4月～6月
　　　　　　・金曜15:00　・土曜19:00
●参 加 費：6,170円(全6回)
●対　　象：18歳以上の女性
●定　　員：・月曜25名　・水曜30名
●持 ち 物：筆記用具、靴下(裸足が気になる方)
●そ の 他：金曜15:00は託児ルーム有り(事前申込要・有料)

フラダンス教室 90
分

無料
体験有

ヨガマルシェ教室 無料
体験有

●開催日時：4/7～6/16　木曜9:45
●参 加 費：6,170円(全10回)
●対　　象：18歳以上の男女
●定　　員：40名
●持 ち 物：ヨガマット(貸出し有り)、タオル、飲み物等
●そ の 他：託児ルーム有り(事前申込・有料)

60
分

●開催日時：4/6～6/22　水曜13:30
●参 加 費：5,140円(全10回)、720円(当日1回)
●対　　象：18歳以上の男女
●持 ち 物：体育館シューズ(できるだけ底の平らな靴)、
　　　　　　飲み物、タオル等

●開催日時：4/6～6/22　水曜13:30
●参 加 費：5,140円(全10回)、720円(当日1回)
●対　　象：18歳以上の男女
●持 ち 物：体育館シューズ(できるだけ底の平らな靴)、
　　　　　　飲み物、タオル等

太極拳教室 90
分

●開催日時：4月～6月
　　　　　　・月曜11:00  ・木曜14:00  ・木曜18:00
　　　　　　・木曜19:15  ・土曜 9:30
●参 加 費：5,140円(全10回)
●対　　象：18歳以上の男女
●定　　員：50名(木曜18:00は25名)
●持 ち 物：体育館シューズ、飲み物、タオル等
●そ の 他：月曜11:00、木曜14:00、土曜9:30は
　　　　　　託児ルーム有り(事前申込要・有料)

エアロビクス教室 60
分

無料
体験有

●開催日時：4月～6月
　　　　　　・月曜13:30　・水曜19:15
●参 加 費：・月曜(全6回)3,080円　・水曜(全10回)5,140円
●対　　象：18歳以上の男女
●定　　員：・月曜25名　・水曜40名
●持 ち 物：体育館シューズ、飲み物、タオル等
●そ の 他：月曜13:30は託児ルーム有り(事前申込要・有料)

ズンバ教室 60
分

無料
体験有

●開催日時：4月～6月
　　　　　　・月曜 9:30  ・水曜 9:30  ・水曜10:45
　　　　　　・木曜18:00  ・木曜19:15  ・土曜11:00
●参 加 費：5,140円(全10回)
●対　　象：18歳以上の男女
●定　　員：50名(木曜19:15は30名)
●持 ち 物：ヨガマット(お持ちであれば)飲み物、タオル等
●そ の 他：月曜9:30、水曜9:30、10:45、土曜11:00は
　　　　　　託児ルーム有り(事前申込要・有料)

ヨガ教室 60
分

無料
体験有

きのかわソフトバレーボール交流大会
●開 催 日：7月16日(土)小学生・男子・女子の部　9月3日(土)混成の部
●参 加 費：4,000円(小学生は1,000円)
●チーム構成：監督1名、選手4～6名(監督と選手の兼任可)

申込締切
小学生・男子・女子の部 ： 6月17日（金）
混　成　の　部 ： 8月 5日（金）

出 場 チ ー ム 募 集

申込締切
6月3日（金）

●開 催 日：6月25日(土)
●参 加 費：1チーム2,000円(当日徴収します。)
●対　　象：U-8(2年生以下)の部、U-10(4年生以下)の部
●チーム構成：チーム選手は5名以上の構成で代表者は大人1名とする。
●申込方法：所定の登録用紙に必要事項を記入し、体育館事務所に提出してください。

ジュニアフットサル低学年大会 出 場 チ ー ム 募 集

申込締切
4月27日（水）

●開 催 日：5月14日(土)
●参 加 費：１チーム2,500円(当日徴収します。)
●対　　象：橋本市・伊都郡内の小学生　※中学年(3・4年生)、高学年(5・6年生)
●チーム構成：1チーム12名以上の構成で代表者は大人1名必要です。
●申込方法：所定の登録用紙に必要事項を記入し、体育館事務所に提出してください。

小学生ドッジボール大会 出 場 チ ー ム 募 集



橋本市の条例改正に伴い、平成２８年４月１日から学文路スポーツセンター（テニスコート・体育館）並びに
住吉運動公園の使用料が変わります。詳しくは公社事務局までお問い合わせください。

●場　所：杉村公園
●参加費：３００円（保険代、お茶代等）
●定　員：10名（先着順）
※申込み、持ち物等詳細は公社事務局にお問い合わせください。

●場　所：南馬場緑地
●定　員：５組程度（先着順）　●参加費：無料
●講　師：清水智子氏（和歌山県動物愛護センター登録講師）
※申込み、持ち物等詳細は公社事務局にお問い合わせください。

月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ
5 29 日 橋本高校邦楽部全国大会出場記念コンサート ホール 14:00～ 橋本高校 0736-32-0049
6 1 水 平成28年度近畿商工会議所女性会連合会総会 全館 9:00～17:00 橋本商工会議所 0736-32-0004

橋本市民会館　5月・6月の催しのご案内 TEL.0736-33-6108（休館・火曜日）

●日　時　平成２8年5月20日（金） ９時３０分～１０時３０分
　　　　　＊雨天の場合　5月27日（金）

●日　時　平成２8年4月25日（月） １０時～１１時
　　　　　＊雨天の場合は中止します。

事務局からのご案内 TEL 0736-33-2317

●日　時　平成２8年5月7日（土） 9時～10時30分
　　　　　＊雨天の場合　6月12日（日）

●場　所：杉村公園　　●参加費　無料
●講　師：中西正和氏（公財）日本野鳥の会　和歌山県支部
●定　員：10名（要予約）小学３年生以下のお子様は必ず保護者の

方が同伴してください。
※申込み、持ち物等詳細は公社事務局にお問い合わせください。

野鳥観察会

剪定講習会 愛犬しつけ教室

参加者
募集！

参加者
募集！

参加者
募集！

橋本市産業文化会館　4・5・6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

4
17 日 爆笑吉本新喜劇～茂造が橋本にやって来る～ 大ホール ①13：30～②16：00～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070
24 日 アザレア映画鑑賞会「捜査官Ｘ」 大ホール 14:00～ 橋本市産業文化会館 0736-42-5070
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6 金 高野口文化フェスティバル 全館 13:00～17:00 高野口文化協会・橋本市産業文化会館 0736-42-5070
7 土 高野口文化フェスティバル 全館 　9:00～17:00 高野口文化協会・橋本市産業文化会館 0736-42-5070
8 日 高野口文化フェスティバル 全館 　9:00～17:00 高野口文化協会・橋本市産業文化会館 0736-42-5070
15 日 第３回フレンドカラオケ大会 大ホール 10：00～ 北口清治 0736-42-4605
22 日 Dance Society M.N.Aｗ ダンス発表会  Ｈｅａｒｔｆｕｌ Ｄａｎｃｅ ～創作作品 愛を超えて～ 大ホール 13:30～ Dance Society M.N.Aｗ （マナ）　岡田 090-3611-8935
29 日 ハワイアンフラ発表会 大ホール 14:00～ 宮脇智子 090-9619-5399

6
5 日 純ＪＵＮＥコンサート2016 大ホール 14:00～ 橋本高等学校 0736-32-0049
12 日 第４回　グリーンウィンドアンサンブル定期演奏会 大ホール 14:00～ グリーンウィンドアンサンブル　　島本 090-5158-0683
26 日 第26回紀北邦楽同好会定期演奏会　ゆかた会（箏、三絃、尺八） 大ホール 12:30～予定 紀北邦楽同好会（代表稲葉） 0736-32-0010

和歌山県立橋本体育館　4・5・6月の大会・催しのご案内 TEL.0736-32-9660（休館・火曜日）
月　日 曜日 催し名 場所 時間 主催・お問合せ

4

10 日 平成28年度橋本市春季オープンバドミントン大会・ジュニアバドミントン大会 メイン・サブアリーナ 9:00～ 橋本市バドミントン協会(福住) 090-3357-6051
16･17 土･日 第67回和歌山県中学校バスケットボール選手権大会・紀北ブロック大会 メインアリーナ 9:00～ 高野口中学校(中) 0736-42-5555
18 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
24 日 第13回橋本ラージオープン大会 メインアリーナ 9:00～ 橋本市ラージボール卓球協会(西林) 0736-36-0328

29･30 金（祝）･土 平成28年度和歌山県高等学校春季ハンドボール選手権大会 メイン・サブアリーナ 9:00～ 和歌山県ハンドボール協会･貴志川高等学校(阪田) 0736-64-2500
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1 日
第14回橋本市ソフトバレーボール春季大会(トリムの部) メインアリーナ 9:00～ 橋本市ソフトバレーボール協会（和田） 090-9701-0509
伊都卓球選手権大会 サブアリーナ・武道室 9:00～ 伊都卓球連盟(光吉) 0736-42-2446

3～5 火（祝）～木（祝） きのくにカップ(ハンドボール大会) メイン・サブアリーナ 9:00～ 和歌山県ハンドボール大会･貴志川高等学校(阪田) 0736-64-2500
8 日 第26回紀北工高杯剣道大会 メイン・サブアリーナ 8:00～ 紀北工業高等学校 0736-32-1240
14 土 第17回小学生ドッジボール大会 メインアリーナ 9:00～ 和歌山県立橋本体育館 0736-32-9660
15 日 和歌山県春季ハンドボール選手権大会(社会人の部) メインアリーナ 9:00～ 和歌山県ハンドボール協会(金川) 090-1248-5656
16 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

21･22 土･日 太極拳講習会 メインアリーナ 9:00～ 紀北武術太極拳連盟(松本) 090-1592-0587
22 日 第12回伊都橋本青少年健全育成柔道大会 サブアリーナ 9:00～ 伊都橋本柔道協会(中村) 090-5159-4183
29 日 第14回橋本市ソフトバレーボール春季大会(男子･女子の部) サブアリーナ 9:00～ 橋本市ソフトバレーボール協会(和田) 090-9701-0509

6

1 水 2016年橋本市人権教育研究集会 全館 14:30～ 事務局　高野口小学校 0736-42-2061
2～5 木～日 和歌山県高等学校総合体育大会(ハンドボール競技) メイン・サブアリーナ 9:00～ 和歌山県高体連ハンドボール専門部・貴志川高等学校(阪田) 0736-64-2500
9 木 紀老連運動会 メインアリーナ 9:00～ 紀見地区老人クラブ連合会(堀) 0736-37-0991
12 日 平成28年度和歌山県中学校バスケットボール選手権大会 メインアリーナ 9:00～ 和歌山県中体連バスケットボール専門部・高野口中学校(中) 0736-42-5555

18･19 土･日 全日本バレーボール小学生大会和歌山決勝大会 メインアリーナ 9:00～ 和歌山県小学生バレーボール連盟(山本) 0734-92-3451
19 日 さつき女子剣道大会 サブアリーナ 9:00～ 橋本市剣道協会事務局(西岡) 0736-33-5607

25 土
ジュニアフットサル大会 メインアリーナ 9:00～ 和歌山県立橋本体育館 0736-32-9660
和歌山県スポーツ少年団柔道大会 サブアリーナ 9:00～ 和歌山県スポーツ少年団 073-431-1080

26 日 近畿9人制バレーボールクラブ　男子・女子選手権大会 メイン・サブアリーナ 9:00～ 橋本市ソフトバレーボール協会(和田) 090-9701-0509

橋本市運動公園　4・5・6月の大会・催しのご案内 TEL.0736-33-1866
月　日 曜日 大会名 場所 時間 主催・お問合せ
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1～3 金～日 春休み短期走り方教室 グラウンド 10：30～12：00 橋本市運動公園事務所
12 火 春季橋本市運動公園グラウンドゴルフ大会　第1弾 グラウンド 8：30～12：00 橋本市運動公園事務所
13 水 春季橋本市運動公園グラウンドゴルフ大会　第2弾 グラウンド 8：30～12：00 橋本市運動公園事務所
23・24 土･日 伊都地方中学校ソフトテニス選手権大会　※予備日4/29 テニスコート9面 8：00～17：00 伊都地方中体連ソフトテニス専門部
29 金（祝）運動公園フリーマーケット　※予備日4/30 プール前園路 10：00～15：30 橋本市運動公園事務所

5
3～5 火（祝）～木（祝） 橋本市陸上競技合宿 グラウンド 9：00～17：00 橋本市陸上競技協会
14・15 土･日 橋本市中学生ソフトテニス研修大会　※予備日5/21 テニスコート9面 8：00～17：00 橋本市中学校ソフトテニス顧問会
22 日 会長杯オープンテニス テニスコート9面 9：00～18：00 橋本伊都テニス協会

6 12・19 日 橋本伊都テニス大会 ※予備日6/26 テニスコート9面 9：00～18：00 橋本伊都テニス協会


