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小中学校 選択交流学習が開催されました！ 

  ６月 12 日（水）、大塔地域学社融合推進協議会事業のひとつとして、鮎川小学校の５・６年生と大塔

中学校１年生が共に学ぶ、選択交流学習が開催されました。 

 児童・生徒たちは希望するコースに分かれ、ゲストティーチャーの皆さんのご指導のもと、様々な体験

学習を行いました。 

 大変お忙しい中、ご協力いただきました地域の皆様、ありがとうございました。また、秋にも同様の事

業を予定しておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 コース名 内   容 ゲストティーチャー代表 

1 大塔探訪 故郷の遺跡を探訪しよう   山本  巌 さん 

2 生 け 花 地域に咲く花を使って生活にうるおいを   松本 廣子 さん 

3 木  工 簡単な木工細工   白川 公一 さん 

4 茶  道 お茶の世界を楽しもう   嶝口 安子 さん 

5 おもしろ科学 身近な科学の世界を楽しもう   鈴木 慎一 さん 

6 体  育 グラウンドゴルフを楽しもう   愛瀬 悦次 さん 

7 音  楽 音楽を楽しもう   畑中 志保 さん 

 

令和元年５月末現在 

世帯数 １，３４５世帯 

人 口 ２，５９２人 

（男） １，２４０人 

（女） １，３５２人 

 大塔公民館と大塔地区体育協会では、下記日程で地区対抗盆球技大会（軟式野球・男女混合バレーボー

ル）を開催いたします。 

 毎年、地域の交流・親睦を目的に開催しており、お盆に帰省された皆様にもご参加いただいております。

本年も多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

（中学生・高校生が参加する場合は、保護者の承諾を受けてください。） 

 大会要項 及び 参加申込書は、公民館窓口に用意しています。また、例年ご参加いただいている地区に

つきましては、区長さん宛てにもご案内をお送りいたします。 

 

 

 

盆球技大会 参加地区募集！ 

       軟式野球大会  

 

■日 時 ８月 14 日（水）午前８時 15 分～ 

      ※ 雨天の場合は 15 日に順延 
 

■場 所 A 会場：鮎川若もの広場（開会式） 

     B 会場：大塔中グラウンド 
 

■参加費 １チーム 1,000 円 

 

 

    男女混合バレーボール大会  

 

■日 時 ８月 14 日（水）午後６時 30 分～ 
 

■場 所 調整中（大塔体育館 耐震工事中のため） 

     ※ 6/28（金）体育協会総会で決定します。 
 

■参加費 １チーム 1,000 円 

 

 
 ※ 参加ご希望の地区は、７月 25日（木）までに、大塔公民館までお申し込みください。 

 ※ その他詳細については、大会要項をご覧ください。 

 

子ども映画会のお知らせ 

 大塔公民館では、下記の日程で子ども映画会を開催します。 

多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

 なお、小学生未満のお子さまは、保護者同伴でお越しください。 

 

■日 時 ７月 13 日（土） 

午前 10 時から（上映 92 分） 

■場 所 大塔総合文化会館 ３階 中会議室 

■作 品 『 ペンギンズ FROM マダガスカル ザ・ムービー 』 

 

 
Packaging Design © 2018 Universal 
Studios. All Rights Reserved. 

 

 

「大塔地域学社融合推進協議会」とは… 
 

 鮎川小学校、大塔中学校、大塔公民館では、平成 30 年度から、

「大塔地域学社融合推進協議会（略称：大塔C S
シーエス

）」を発足させ、住

民や保護者等が学校運営に参画できる活動を進めています。 

  

   

 

 



 

（令和元年７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７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 令和元年８月１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） 

 

７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 

７月９日 

（火曜日） 

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 

鮎川ふれあいスクールだより 

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） 

７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。 

【児童書】 

図書名 著者等 

恐怖の百物語 池田書店編集部 

いきもの漢字図 えざき みつる 

ナマコ天国 こしだ ミカ 

おふろおふろ 高橋 徹 

魔女ののろいアメ 草野 あきこ 

ハチごはん 横塚 眞己人 

ぼくとニケ 片川 優子 

星の旅人 小前 亮 

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい 

日本カエル探検記 関 慎太郎 

こんどこそは名探偵 杉山 亮 

 

【一般書】 

図書名 著者等 

動乱の刑事 堂場 瞬一 

育休刑事（デカ） 似鳥 鶏  

おならのサイエンス ステファン・ゲイツ 

夏めし１００ 高橋 雅子 

ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐 

そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 

蒼色の大地 薬丸 岳 

孤独という道づれ 岸 恵子 

輪ゴム健康法 松岡 佳余子 

脳科学者の母が、認知症になる 恩蔵 絢子 

飛田和緒のうちごはん 飛田 和緒 

 

 

 ６月５日の「プラバット野球」では、公民館

鮎川分館長の大岩勲一さんを講師に招き、鮎

川小学校体育館で守備やバッティングの体験

をしました。 

 13 日の出前ふれあいスクールでは、「昔遊

び」と題して、けんけんぱや大縄跳びを行いま

した。 

 19 日の「吊るし飾り作り」では、折り紙を

使ってあじさいを作り、綺麗な吊るし飾りを

作りました。 

 

  

７月 21 日（日）は参議院議員通常選挙の投票日です！ 

 投票日当日、投票所に行くことができない場合は、７月５日（金）から７月 20 日（土）の午前８時 30

分から午後８時まで、大塔行政局２階ロビーで期日前投票をすることができます。 

  ※今回の選挙から、富里地区の和田と下川上投票区が合区され、和田投票所が廃止となります。 

  これに伴い、一部投票区で入場券の投票区番号が下表のとおり変更されますので、ご了承ください。 

 
投票区番号 投票所名 

３０１ 三川集会所 

３０２  五味会館 

３０３  向山集落集会所 

３０４  豊原会館 

３０５  深谷集会所 

３０６  木守会館 

３０７  富里連絡所会議室 

３０８  下川上集会所 

 

投票区番号 投票所名 

３０９  上野悠悠館 

３１０  竹西会館 

３１１  平瀬集会所 

３１２  鉛山会館 

３１３  大塔総合文化会館１階ロビー 

３１４  宇立集会所 

３１５  小川会館 

３１６  地の谷投票所 

 

 


