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大塔行政局 臨時職員募集のお知らせ 

  任期満了に伴う参議院議員通常選挙が執行されます。（７月 21 日（日）執行が想定されていますが、

変更される場合があります。） 

 大塔行政局では、参議院議員通常選挙に向けて下記のとおり臨時職員を募集します。 

 つきましては、申し込みを希望される方は下記まで、ご連絡ください。 

 

■雇用期間  ７月２日（火）～７月 23 日（火）（７月 21 日が投票日の場合） 

       日程が変更された場合は、雇用期間も変更されます。 
 
■従事場所  大塔行政局 
 

■内  容  選挙に向けた準備・片付け及び期日前投票補助事務 

       パソコン操作の可能な方 

       ※ 必要に応じて夜間、土・日曜、祝日に時間外勤務有。 
 
■定  員  １人 
 
■必要書類  履歴書１通（市販の履歴書にて、写真を貼ってお持ちください） 
 
■募集締切  ６月 17 日（月） 
 
■申込・問合先 大塔行政局 総務課 TEL：４８－０３０１（代表） 

 

平成 31 年４月末現在 

世帯数 １，３５３世帯 

人 口 ２，６１０人 

（男） １，２４６人 

（女） １，３６４人 

 ふれあいスクール実行委員会では、各種団体や住民の皆さんの参画を得て、月に数回、主に水曜日の放

課後、子どもたちに様々な体験活動をしてもらう取組を行っています。 

 この取組は、主に放課後、安全に活動できる施設を活用し、安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）

を設け、住民との交流を通して、心豊かで健やかな子どもたちを育てていくことを目的としています。 

 

 

令和元年度「ふれあいスクール」が始まりました！ 

６月「ふれあいスクール」予定 

 ６月 ５日（水） プラバット野球で遊ぼう！ （対象：１～３年生） 

           場所：鮎川小学校体育館   持ち物：上靴・体操服・お茶 
 

 ６月 19 日（水） あじさいの吊るし飾りを作ろう！ （対象：１、２年生） 

           場所：大塔総合文化会館    
 

 ６月 26 日（水） 押 し 花 ア ー ト を し よ う ！ （対象：３～６年生） 

           場所：大塔総合文化会館   

大塔の文化財 『 善光寺の石造仏群 』 

  三川地区の下露にある金剛山善光寺の山内に、四国八十

八ヵ所霊場を模した仏像群が参詣路に沿って建立されてい

ます。 

 これらは、「善光寺の石造仏群」として田辺市の指定文化

財となっており、旧大塔村でも指定文化財となっていまし

た。 

 これらの石仏は高さ約 60cm で、文政 11（1828）年

に造立されたものです。 

 丘に面した山内を蛇行するように人間一人が歩ける路を

参詣路に仕立て、山肌にへばりつくように並んでいる石仏

を、参詣者は丘を登りながら拝むことができるようになっ

ています。 

 

   

 ５月 15 日、令和最初のふれあいス

クール「体を使って楽しく遊ぼう！」

が大塔総合文化会館で行われ、１～

２年生の子どもたちが参加しまし

た。前半は「すもうあそび」をテーマ

に、指相撲や腕相撲などを行いまし

た。後半は「忍者」をテーマに、忍者

の格好でけんけんぱをしながら的に

向かって手裏剣を投げ、チームでの

スピードを競い合いました。 

 22 日の昆虫採集では、鮎川小学校

の周辺を散策し、チョウなどを捕ま

えました。 

 29 日には茶道教室を予定してい

ます。 

 

 

  

 ふれあいスクールはどなたでもボランティアとして参加できますので、興味のある方はお気軽に 

事務局（大塔公民館）までご連絡ください。 

 

 

  



 

（令和元年６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 令和元年６月７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 令和元年７月４日（木） 

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） 

 

６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 

６月 14 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 

 

障害福祉関係相談について 巡回職業相談会の開催 

田辺市立図書館 大塔分室コーナー 

移動図書館車「やまびこ号」の運行 

どんぐり広場のご案内 

 ０歳～就学までのお子さんと保護者さんを対象に遊びの広場を開催します。 

手遊びや楽器遊び、簡単なおもちゃ作り、絵本の読み聞かせなどをしています。お子さんやお母さん方

の交流の場でもありますので、一緒に楽しい時間を過ごしませんか。 

 申込みは必要ありません。妊婦さんの参加も OK ですので、皆さんお誘いあわせの上、お越しくださ

い。お待ちしております。 

 

■場 所  大塔健康プラザ １階 和室 午前 10 時～（１時間程度） 
 
■日 程  ６月 26 日（水）、  ９月 18 日（水）、 

12 月 18 日（水）、  ２月 19 日（水） 
 

■お問合せ  田辺市子育て支援センター愛あい TEL：２２－９２８５ 

      又は、大塔行政局 住民福祉課 TEL：４８－０３０１（代表） 

放送大学 入学生募集のお知らせ 

 放送大学では、2019 年 10 月入学生を募集しています。 

 10 代から 90 代の幅広い世代の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学

んでいます。 

 テレビによる授業だけでなく、学生は授業をインターネットで好きな時に受講することもできます。 

 心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約 300 の幅広い授業科目があり、１科目か

ら学ぶことができます。 

 資料を無料で差し上げていますので、お気軽に下記までご請求ください。 

 

■問合せ先  放送大学和歌山学習センター TEL：０７３－４３１－０３６０ 
 
■出願期間  第１回は、８月 31 日（土）まで 

       第２回は、９月 20 日（金）まで 

 

 

新刊図書のご案内 読み聞かせ会のご案内 

◇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） 

６月 22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。 

【児童書】 

図書名 著者等 

ぼくはここにいる ピーター・レイノルズ 

かめくんのさんぽ なかの ひろたか 

ユーチュー部！！駅伝編 山田 明 

初恋まねき猫 小手鞠 るい 

あれあれあれれ つちだ のぶこ 

とんたんイスたん 新井 洋行 

ぼくらのセイキマツ 伊藤 たかみ 

イマジナリーフレンドと ミシェル・クエヴァス 

都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎 敬子 

オレ、なんにもしたくない マイク・ボルト 

てっかくん さとう めぐみ 

 

【一般書】 

図書名 著者等 

帰還 堂場 瞬一 

おやつが好き 坂本 司 

夜が暗いとはかぎらない 寺地 はるな 

ブスの家訓 カレー沢薫 

野菜作り百科 新装版 ブティック社 

転生 笹本 稜平 

第四の暴力 深水 黎一郎 

ねこあつめであみぐるみ 寺西 恵里子 

「ユニクロは３枚重ねるとおしゃれ」の法則 伊藤 真知 

平成くん、さようなら 古市 憲寿 

一切なりゆき 樹木 希林 

 

 


