
（令和２年11月号） 

 

 キャンプの内容は、三川地区の山遊館周辺でのカヌー体験、ミニキャンプファイヤー、お昼ご

飯は、コロナの関係で調理しての料理が困難なことから、お湯を沸かしてのレトルトご飯・レト

ルトカレーとなりました。 

十月二日のチャレンジデイキャンプでは、いろいろな事を体験させてくだ

さり、ありがとうございます。私達のために、たくさん準備をしてくださ

り、さらにカヌーやミニキャンプファイヤー等もして、とても楽しかった

です。この様な貴重な体験が晴天の日にできて、良い思い出になりまし

た。                 （児童の感想文より） 

 

◆発行：田辺市大塔公民館 

〒646－1192 和歌山県田辺市鮎川2567-1 

TEL：48－0212 FAX：48－0466 

館長：撫養 芳紀  主事：田上 芳文 

令和２年９月末現在 

世帯数 １，３２６世帯 

人 口 ２，５０３人 

（男） １，１９８人 

（女） １，３０５人 

【カヌー体験中】 

 令和2年度の｢成人の日」記念式典は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、下記のとお

り時間帯を分けて3密を回避し、感染予防対策を徹底した上で開催を予定しています。 

 なお、今後の感染状況によっては、内容変更及び開催を中止する場合があります。 
❖日   時  令和3年1月10日（日） 

  時    刻 対象出身中学校 

１回目 

【受  付】 午前９時３０分～ 高雄中学校 秋津川中学校 

【開  会】 午前１０時００分～ 上芳養中学校 大塔中学校 

    田辺中学校   

２回目 

【受  付】 午前１１時３０分～ 明洋中学校 衣笠中学校 

【開  会】 午前１２時００分～ 中芳養中学校 中辺路中学校 

    本宮中学校   

３回目 

【受  付】 午後１時３０分～ 東陽中学校 新庄中学校 

【開  会】 午後２時００分～ 上秋津中学校 龍神中学校 

    近野中学校   

❖場   所   紀南文化会館  大ホール 
❖対 象 者  田辺市の新成人（平成12年4月2日～平成13年4月1日までに生まれた方） 
❖そ の 他   

❖問合せ先・担当課   

 田辺市に住民登録をされている方には、11月中旬に案内を送付します。市外に住

所を移している方で、成人式の案内を希望される方、及び出身中学校が田辺市外の学

校の方は、担当課までご連絡ください。 

 参加にあたっての注意事項等について、市HPをご覧いただくか、下記へお問合せ

ください。 

▷ 

田辺市教育委員会 生涯学習課 公民館係 

▷

TEL 26-4925 FAX 25-6029 

 鮎川小学校では、毎年夏休み期間前後に5年生を対象とした1泊2日の「チャレンジキャンプ」

を実施していましたが、今年は新型コロナウイルスの影響で中止となってしまいました。子ども

達に自然の中での体験を通して、ふるさとのよさを感じ、仲間と共に活動することの楽しさや大

切さに気づいてもらおうと、10月2日（金）、1日だけのデイキャンプを実施しました。 

 当日は子ども達20人の願いが叶って、前日まで

のうっとうしい天気がウソのように快晴で、日差

しが強く照りつける絶好のキャンプ日和・カヌー

体験日となりました。 
 密を避けるため、マイクロバス2台に分乗して、

合川カヌーポートに到着、着替えの後、早速講師

先生の指導のもと2つのグループに分かれてのカ

ヌー体験となりました。 

ほとんどの子どもが、カヌー初体験で、最初はこ

わごわとカヌーを漕いでいましたが、時間がたつ

につれパドルさばきも鮮やかにカヌーを操れるよ

うになってきました。 

もう一方のグループは、それぞれの班ごとに薪を積み上

げて、ミニ・キャンプファイヤーを組み上げ、火起こし

に挑戦しました。組んだ薪の中に新聞紙を入れ、焚きつ

け用の小枝をくべ、火をつけました。焚きつけには苦労

するかな、と思って見ていましたが、どの班も見事に一

発で火を起こすことができました。火が大きくなってく

ると子ども達からは歓声が上がりました。 
 お昼のカレー作りでは、湯を沸かした鍋にレトルトご飯を入れた

後、次のレトルトカレーを入れるまでの時間をストップウォッチで

計る人、トレーを並べる人などそれぞれの役割を行いました。あた

ため具合もちょうどよくおいしくいただきました。レトルトカレー

おそるべし‼ デザートに梨ゼリーをいただきました。 
 午後からはまた、カヌーと水遊びに分かれて楽しく過ごしました。 

 怪我や体調の悪くなる子どももなく、コロナ禍で色々な行事が少

なくなる中、楽しい一日を過ごすことができました。 

【火起こし中】 

【昼食カレー】 

【事前学習】 

【午後から】 
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《注意事項》 

①レシートや領収書は１枚あたり総額1,000円（税込）以上のものが対象 

  例）５００円のレシートを２０枚集めても対象外です。 

②10,000円以上のレシートや領収書の場合、１枚で１口の応募 

  例）１枚30,000円分のレシートでも３口の応募にはなりません。 

③店舗名、日付、金額が記載されているレシートや領収書が対象 

【児童書】  

【一般書】 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

１１月5日 

（木曜日） 

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 

向 山 三川福祉センター 13：10 ～ 13：40 
三 川 

合 川 三川連絡所 13：50 ～ 14：20 

１１月の「べんけい３世号」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。 

  新刊図書のご案内             

 【大塔分室 開館日（１１月）】 
   月曜日～金曜日及び第４土曜日 
   午前９時～午後５時 
   （ただし、祝祭日は休館日） 

▼【昨年の大会の様子】 

 １１月28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。 

コロナの影響で工作はありません。皆さんお

誘いあわせ、ご参加ください。 

            

図  書  名 著 者 等 

あばれネコ キューライス 

にんじゃいぬタロー 渡部 陽子 

宇宙人がいた やまだ ともこ 

ほくほくおいもまつり なかた ひろえ 

世界とキレル 佐藤 まどか 

図  書  名 著 者 等 

半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤 

おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本 美由紀 

自分の価値 曽野 綾子 

数学者の夏 藤本 ひとみ 

読み聞かせ会のご案内           

 
 ◢◢ 図書貸出しランキング（10月）◣◣ 

過去2ケ月の田辺市管内の貸出しランキングです。 

１位 『クスノキの番人』      東野 圭吾 

２位 『少年と犬』          馳    星周 

３位 『任侠シネマ』         今野   敏 

４位 『カケラ』            湊    かなえ 

４位 『ライオンのおやつ』    小川  糸 

４位 『希望の糸』         東野 圭吾 

          

 

図書室は下記の通り開館します。 

田辺市内のキャンペーン参加店でお食事などをしていただき、1,000円以上のレシートや領収

書を総額10,000円以上集めて応募いただいた方に、抽選で合計1,000名様に3,000円相当の

田辺の特産品が贈呈されます。 

◆

【期 間】 令和２年１０月１０日（土）～令和３年１月３１日（日）※レシートや領収書の対象期間 

【応募方法】 レシートや領収書の原本を応募用紙に添えて、ご持参又は郵送 

【抽  選】  ２期（上期・下期）に分けて５００名様ずつ抽選 

      ①上期：令和２年10月10日（土）～令和2年11月30日（月）17時までの受付分 

      ②下期：令和２年12月 １日（火）～令和３年 ２月 １日（月） 17時までの受付分 

        ※郵送の場合は令和3年2月1日（月）当日消印有効 
【特 産 品】  上期と下期の抽選で合計1,000名様に3,000円相当の田辺の特産品を贈呈 

        ※当選発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。 

 大塔地区体育協会及び大塔公民館では、11月に開催を予定していました下記のイベントを、

新型コロナウイルス感染症拡大防止と参加の皆様の安全を確保するため、非常に残念ですが

“中止”することといたしました。ご理解を頂きますようお願いいたします。なお、12月以降

のイベントについては、新型コロナウイルス等の状況を勘案しながら協議してまいります。 

 中止を決定したイベント 

 ①大塔ソフトバレーボール大会 

 ②大塔グランドゴルフ大会 

 ③子どもスポーツ体験教室 

【応 募 先】 ❶田辺市街なかポケットパーク（世界遺産 闘鷄神社参道横） 

          開館時間  ９時～１７時  年中無休 

      ❷田辺観光協会事務局（田辺市役所３階 観光振興課内） 

          受付時間  ８時30分～１７時 （土日祝日は不可） 


