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三川 囲碁ボール大会 開催！ 

  大塔公民館三川分館（分館長：向井教泰）では３月３日（日）、三川地区の皆様の親睦と交流を深める

ため、第５回三川グラウンドゴルフ大会を開催する予定でしたが、雨天のため、囲碁ボール大会に変更と

なりました。 

 当日は小学生３名、一般 16 名の皆様が参加し、４つのチームに分かれての総当たり戦を行い、大人と

子どもが一緒に楽しくプレーしたほか、最後は福引抽選会も行われました。 

三川地区では昨年度、グラウンドゴルフ大会を開催することができなかったため、今年度の囲碁ボール

大会はとても有意義な催しとなりました。 

 今大会にご参加、ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 

第 26 回 おおとう生涯学習フェスタ 開催！ 

平成 31 年２月末現在 

世帯数 １，３５２世帯 

人 口 ２，６３９人 

（男） １，２６３人 

（女） １，３７６人 

 大塔公民館では、去る２月 21 日～24

日までの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

しました。 

 初日から３日間は「作品展示会」を開催

し、保育園児や小中学生、公民館や地域の

各種サークル、個人の皆様から多数の力作

をご出展いただきました。 

23 日には、午前中に「子どもアニメ映

画会」や「絵本の読み聞かせ会」を開催し、

園児や小学生、保護者など多くの皆様にご

参加いただきました。午後からは、「子ども

将棋交流会」が開催されたほか、大塔健康

プラザでは LGBT ブライダルプランナー

の桜井秀人さんによる「LGBT を学んでみ

ませんか」と題した講演会が開催されまし

た。 

 

富里 囲碁ボール大会 開催！ 

 

  

  

  

  

  

 最終日には「お楽しみ箱」や「フラワー

ボックス」作りの体験教室、茶道サークル

による「お抹茶のふるまい」のほか、保健

師らによる「健康コーナー」や、恒例の「舞

台発表会」を開催し、11組の皆様に日ごろ

の活動成果を発表していただきました。今

年は新たに小・中学校の皆様も舞台発表に

参加し、大いに盛り上げてくれました。 

 今回の「おおとう生涯学習フェスタ」で

は、延べ約 910 名の皆様にご参加、ご来場

いただきました。紙面をもちまして、厚く

御礼申し上げます。 

囲碁ボールとは・・・ 
 平成４年に兵庫県で生まれたニュースポーツです。ゴルフのようにボールを打ち、 

碁盤の目（穴）に入ったボールの並びと数で勝敗を決めます。 

 年齢や性別による有利・不利がなく、簡単にプレーできるため、人気があります。 

 

 大塔公民館富里分館（分館長：家谷佳男）では３月 10 日（日）、富里地区の皆様の親睦と交流を深め

るため、第５回富里グラウンドゴルフ大会を開催する予定でしたが、雨天のため、三川地区と同様に、囲

碁ボール大会に変更となりました。 

 当日は小学生３名、一般 26 名の皆様が参加し、５つのチームに分かれての総当たり戦を行い、大人と

子どもが一緒に楽しくプレーしたほか、最後は福引抽選会も行われました。 

三川地区・富里地区ともに、囲碁ボール未経験の方が多数を占めましたが、大人と子どもがお互いに教

え合いながら、楽しいひと時を過ごしました。 

 今大会にご参加、ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 



 

（平成 31 年４月号） 

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。 

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。 

 

【日 時】 平成 31 年４月５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 

【問合せ先】 西牟婁振興局地域振興部 

            TEL：２６－７９４７ 

 

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。相談したい方は、大塔行政局住民福

祉課までお申し込みください。 

 

【日 時】 平成 31 年５月７日（火） 

午後１時３０分～午後 4 時 

【場 所】  大塔行政局 ４階 会議室３ 

【申込先】 大塔行政局 住民福祉課 

   TEL：４８－０３０１（代表） 

 

新刊図書のご案内 読み聞かせ会のご案内 

田辺市立図書館 大塔分室コーナー 

◇この他にもたくさんの新刊が入って 

います。皆さま、ご利用下さい。 
 

◇本のリクエストがありましたら、 

お気軽にお申し込み下さい。 
 

お問合せ：大塔公民館（TEL：48-0212） 

【大塔分室 開館日】 

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） 

 ４月 27 日（土）午前 10 時 30 分から 

「絵本の読み聞かせ会」を開催します。 

 皆さんお誘いあわせ、ご参加ください。 

４月の「やまびこ号」の運行は下記のとおりです。多くの皆様のご利用をお待ちしております。 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

４月５日 

（金曜日） 

富里 
平 瀬 歴史民俗資料館 11：00～11：20 

下川下 富里福祉センター 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 

 

【児童書】 

図書名 著者等 

海賊世界へタイムワープ 細雪 純 

しんぶんのタバー 荻原 弓佳 

うまくなる少年野球 田中 顕 

スズメのくらし 平野 伸明 

トカゲのともだち あさお よう 

ちいさなにわ あらかわ しずえ 

みえた！きょうりゅうのせかい ルーシー・クリップス 

 

【一般書】 

図書名 著者等 

戦場のレビヤタン 砂川 文次 

この道 古井 由吉 

人生後半、はじめまして 岸本 葉子 

この先には、何がある？ 群 ようこ 

肉好き プレジデント社 

不死鳥少年 石田 衣良 

徳川おてんば姫 井手 久美子 

 

 

３月７日（木）に大塔中学校の卒業式、３月 20

日（水）に鮎川小学校の卒業式が挙行されました。 

小学校も中学校も、子どもたちの心を込めたメッ

セージや合唱などにより、感動的な式となりまし

た。 

 小・中学校の卒業生には大塔女性会の方々から

お花が贈呈されたほか、小学校では真砂充敏市長

が祝辞を述べました。 

 卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。 

移動図書館車「やまびこ号」の運行 

鮎川小学校・大塔中学校 卒業式 

障害福祉関係相談について 巡回職業相談会の開催 

 処理機器を使用することにより、各家庭でごみ減量が図られ、生ごみを堆肥として再利用することが 

できます。 
 

【交 付 要 件】 市に住民票のある世帯の世帯主が、市内の販売店で処理機器を購入し（通信販売や 

ネット販売は対象外）、市内に設置すること。 

【補助対象機器】 密閉式バケツ容器、コンポスト容器、電気式生ごみ処理機 

【補 助 金 額】 本体価格（購入価格から消費税及び配達料等を除く額）の 

２分の１以内で上限は２万円（100 円未満は切捨て） 

【補助対象個数】 １世帯につき１基（ただし、予算の範囲内で先着順） 

【 申 請 】 処理機器を購入する前に指定の申請書に必要事項をご記入の上、 

平成 32年３月中頃までに、郵送又は直接提出してください。 

申請書は大塔行政局等で配布しているほか、ホームページからも取得できます。 

【問 合 せ 先】 廃棄物処理課 廃棄物対策係 

        〒646-0053 元町 2291-6 TEL：２４－６２１８ 

        ホームページ http://www.city.tanabe.lg.jp/seisou/recycle/namagomi.html 

 

各種生ごみ処理機器の購入費を一部補助します！ 

  

  

国道 371 号通行止めに係る住民バス、診療所バスの迂回運行について 

 平成 31 年４月１日から約２年間、国道 371 号三川地域の九川～五味の間で、災害復旧工事のため断

続的に全面通行止めが実施されます。このため、通行止め期間は住民バス及び診療所バスは林道大熊線

経由での迂回運行となります。 

 詳しくは、大塔行政局（TEL：４８－０３０１（代表））までお問い合わせください。 

 

 


