
大塔公民館では、２月 25日（木）～28日（日）の４日間、大塔総合文化会館を主会場に「おおとう生

涯学習フェスタ」を開催します。 

保育園児や小・中学生の作品、地域の皆様方の力作を初日から３日間にわたり展示するほか、27日には

「アニメ映画会」や「絵本の読み聞かせ会」、「保健師による健康相談」、そして「熊野古道と脇道 」と

題した講演会を開催します。最終日は、「お抹茶のふるまい」や「バルーンアート、タペストリー作り」

などの体験教室、｢舞台発表会｣を予定しています。詳細は、別紙プログラムをご覧ください。 

ただ今、「展示作品」及び「舞台発表の出演者」を募集しています。 

多くの皆様のご参加とご来場をお待ちしております。 

◎お問合せは、大塔公民館（℡ 48-0212）まで、お願いします。 

 

                                
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

大塔公民館だより 
－ 平成 28 年２月号 － 

◆発行：田辺市大塔公民館 
〒646-1192 田辺市鮎川 2567-1 

    TEL 48-0212 FAX 48-0466 

館長：笠松芳和  主事：髙根昌史 

 

平成 27年 12月末現在 

世帯数 １，３９９世帯 

人 口 ２，８４２人 

（男） １，３５３人 

（女） １，４８９人 

三川地区・富里地区グラウンドゴルフ大会 参加者募集！ 

平成28年度 体育施設の夜間貸出について 

 
平成28年度(４月～3月)の夜間体育施設の貸出について、学校体育施設スポーツ開放及びそれに準ずる施

設において、下記のとおり団体登録による貸出受付を行います。 

利用を希望される団体におかれましては、「利用団体登録」を行っていただき、その後「利用希望票」に

よる利用申請を行って下さい。利用希望団体が多数の場合、抽選等による調整を行う場合があります。 

詳しくは、大塔教育事務所（ ℡ 48-0212 ）までお問合せ下さい。 
 

【対象施設】 
 

１．大塔体育館  ２．富里体育館  3 ．鮎川小学校体育館  ４．大塔武道館 
 

【スポーツ開放で施設を利用できる団体】  
 

・田辺市に在住・在勤または在学する者が10人以上の団体を組織し、かつ利用責任者が含まれること。 

・利用責任者が成人している者であること。 

・事前に「団体登録」を済ませている団体であること。 
 

【団体登録及び希望票の受付】 
 

平成28年２月22日(月)～３月4日(金)まで 

 

公民館三川分館と富里分館では、それぞれの地区において、交流グラウンドゴルフ大会を開催します。 

このスポーツは、初めての方でも簡単に楽しめますので、ご近所お誘いあわせの上、ご参加ください。 

なお、クラブやボールなどの用具は、公民館でご用意いたします。 

 

 

平成 28 年度 市県民税申告の休日受付について 

市民税・県民税の申告は、私たちのまちをより暮らしやすくするための大切な手続きです。 

申告期間は、2月 16日（火）～3月 15日（火）〔土・日 除く〕で、行政局住民福祉課で受付します。 

また、下記の日程で休日受付も行います。 

  ■申告時に必要なもの 

①申告書（自宅に送付されていない方は、申告会場に用意してあります。） 

②印鑑（認印） 

③源泉徴収票（無い場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの） 

④生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料・地震保険料の控除証明書 

（保険会社から発行された証明書） 

⑤医療費・社会保険料などの領収書（国民年金は日本年金機構が発行した証明書） 

⑥配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入のわかるもの 

⑦農業・事業所得や不動産所得の申告をする人は、収入・経費の明細書 

【休日受付日程】 

受 付 日 受 付 時 間 受 付 会 場 

2月 21日（日） 午前 9時～正午 大塔行政局 

3月  5日（土） 
午前 9時～正午 富里連絡所 

午後 1時 30分～4時 三川集会所 

【お問合せ】大塔行政局 住民福祉課 住民係 ℡ 48-0301（代表） 

※所得税の確定申告をされる方は、 

「税理士による確定申告の相談・受付」（中辺路会場等）をご利用ください。 

受 付 日 受 付 時 間 受 付 会 場 

2月 19日（金） 
午前 9時 30分～正午 

午後 1時～4時 

中辺路コミュニティセンター 

（中辺路行政局） 

2月 24日（水） 
午前 9時 30分～正午 

午後 1時～4時 

県立情報交流センター ビッグ・ユー 

※昨年から大塔総合文化会館での地区申告相談・受付がございませんので、上記の会場を 

ご利用いただくか、もしくは田辺税務署へ直接ご相談ください。 

 

 

－ 三川グラウンドゴルフ大会 － 

【日  時】  ３月 6日（日） 午後１時 30分から 

          （受付は、午後０時 30分から） 

             ※雨天の場合は、中止です 

【場  所】  三川小学校運動場 

【対  象】  小学生以上（三川地区関係の方） 

【表  彰】  小学生の部・一般の部（中学生以上） 

【競  技】  ６ホール × ２巡（予定） 

【お申込み】  申込書またはお電話で 2月 22日（月）までに 

  大塔公民館（℡ 48-0212）までお願いします。 

 

－ 富里グラウンドゴルフ大会 － 

【日  時】 ３月 13日（日） 午後１時 30分から 

          （受付は、午後０時 30分から） 

             ※雨天の場合は、中止です 

【場  所】  富里小学校運動場 

【対  象】  小学生以上（富里地区関係の方） 

【表  彰】  小学生の部・一般の部（中学生以上） 

【競  技】  7ホール × ２巡（予定） 

【お申込み】  申込書またはお電話で 2月 29日（月）までに 

大塔公民館（℡ 48-0212）までお願いします。 

 

第23回 おおとう生涯学習フェスタ 開催！ 

 



（平成 28年 2月号） 

 
昨年 12月 18日（金）大塔公民館では、田辺警察署の

中尾輝樹 氏を講師に迎え、「振り込め詐欺等」に対する防

犯学習会を開催しました。 

中尾講師からは、全国、県内における詐欺被害の状況や

さまざまな手口についての説明を受け、またＤＶＤ視聴に

より、詐欺にあわないために注意すべき点や対策などを学

びました。 

和歌山県内では、平成 27年 1月～11月末までの振り

込め詐欺（オレオレ、架空請求、融資保証金、還付金等）

と振り込め詐欺以外（金融商品等取引、ギャンブル必勝情

報等）とを合わせて 50件、金額にして約３億２千万円も

の被害が認知されているそうです。 

 

被害にあわないために、 

疑わしい電話や電子メール、 

不審な郵便物などがあれば、 

あわてず、１人で抱え込ま 

ずに、まずは家族や警察な 

どに相談することが大切で 

あるとのことです。 

障害福祉関係相談について 
 

 
田辺市障害児・者相談支援センター「ゆめふる」の

職員が行政局に出向き、障害福祉関係の各種相談に応

じます。 

 
【日 時】 ３月３日（木） 

    午後１時～午後 4時 

【場 所】  大塔行政局 ４階 会議室４ 

【受  付】 相談日の前日まで 

【定 員】 申込受付順３名まで 

【申込先】 大塔行政局 住民福祉課 

       ＴＥＬ 48－0301（代表） 

巡回職業相談会の開催 
 就職促進相談員がハローワークの求人情報や情報

誌を持参して職業の相談を受けます。 

３月は下記日程で相談会を開催しますので、職業

について相談したい方、雇用保険受給中の方はお気

軽にご相談ください。 

特に予約は要りません。 

 
【日 時】 ３月４日（金） 

   午後１時 30分～午後３時 30分 

【場 所】 大塔行政局 ４階 会議室４ 

【お問合せ】 西牟婁振興局  地域振興部 

                   ＴＥＬ 26－794７ 

１月 24日（日）、富里の春日神社におい

て、文化財防火デーに伴う消防訓練が実施

されました。 

訓練は、富里分団と春日神社関係者の約

20 名が参加し、「神社周辺の山林内で火災

が発生、本殿に延焼するおそれあり」との

想定で実施。神社関係者による初期消火訓

練等の後、富里分団による一斉放水訓練が

行われました。 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊図書のご案内 

 

2月 27日（土）午前 10時 50分から 

よみきかせサークル「ひまわり」の皆さんに

よる「絵本の読み聞かせ会」があります。 
 
今回は、おおとう生涯学習フェスタにあわ

せて、大塔総合文化会館３階での開催となり

ます。ぜひご参加くださいね！ 

【大塔分室 開館日】 

市立図書館 大塔分室コーナー 

 

移動図書館車「やまびこ号」の運行 

 
2月の「やまびこ号」運行は、下記のとおりです。 

たくさんの図書を用意し巡回しますので、多くの皆様のご利用をお待ちしております。 

月～金 及び 第４土曜日 

午前９時 ～ 午後５時 

（ただし、祝祭日は休館日） 

 

読み聞かせ会のご案内 

 

振り込め詐欺等に対する「防犯学習会」 

歯科診療所からのお知らせ 

三川歯科診療所及び富里歯科診療所は、平成２８年３月２９日（火）をもって診察を 

終了します。患者数減少や歯科医師の派遣確保が困難になったことから廃止となります。 

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

三川歯科診療所・富里歯科診療所 

大塔行政局住民福祉課 TEL48-0301 

◇図書貸出カードは、大塔分室でも

作れます。 

◇本のリクエストなどありました

ら、お気軽にお申し込み下さい。 

 

運行日 地域 巡回地区等 場 所 予定時間 

2月 12日 

（金曜日） 

富里 
平 瀬 歴史民俗資料館 11：00～11：20 

下川下 富里連絡所 11：30～12：00 

三川 
向 山 三川福祉センター 13：10～13：40 

合 川 三川連絡所 13：50～14：20 

2月 10日 

（水曜日） 
富里 小学校 富里小学校 10：10～10：40 

 

【児童書】  

図 書 名 著 者 

めいちゃんの５００円玉 なかがわ ちひろ 

もうねるんだってば！ ベンジ・デイヴィス 

ゆきだるまうさぎ えがしら みちこ 

イッキによめる！ 

天才武将 真田幸村 33の謎 
楠木 誠一郎 

爆笑！！小学生あるある さそり山 かずき 

おもちゃのチャチャチャ 市原  淳 

おふろやさんのまねきねこ とよた かずひこ 

 

【一般書】  

図 書 名 著 者 

魔女の封印 大沢 在昌 

午後には陽のあたる場所 菊池 桃子 

キッチン戦争 樋口 直哉 

ブルーアウト 鈴木 光司 

Ｕｉのフェルトワーク 中林 うい 

泣くのはいやだ、笑っちゃおう 武井  博 

昭和からの遺言 倉本  聰 

ゆる犬図鑑 フェネラ・スミス 

 

春日神社で消防訓練！ 


