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◆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：髙根 昌史  主事：那須 大生 

令和３年５月末現在 

世帯数 １，２８８世帯 

人 口 ２，４２８人 

（男） １，１５０人 

（女） １，２７８人 

短冊に願いを込めませんか？ 
 大塔公民館では7月5日（月）から7月7日（水）までの3日間、鮎川小学校児童が飾

り付けた「七夕飾り」をロビーに展示しますので、ぜひ、ご来場いただき、子どもたち

の夢や願い事を見てあげてください。 

 また、短冊や折り紙等も用意しますので、地域の皆さまも願い事を書いていただき、

ご自由に飾りつけをお楽しみください。 

【期 間】 7月5日（月）～7月7日（水） 9時～17時 

【場 所】 大塔総合文化会館 １階 ロビー 

【道 具】 笹、短冊のほか折紙やこよりなどは公民館で用意します 

        是非公民館にご来場ください 

出前ふれあいスクールが開催されました！ 

 ６月21日（月）鮎川小学校体育館にて出前ふれあいスクールが開催され

ました。1年生児童８名がふれあいスクールサポーター１１名の方々とお手

玉遊びや福笑い、フルーツバスケットなど約一時間遊びをしました。 

 「出前ふれあいスクール」は地域と学校が連携・協働して行う取組で

す。地域の方々との交流（ふれあい）によって子どもたちの体験活動の充

実と健やかな成長を図ることができます。 

 今回、ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。 お手玉遊びの様子 

盆野球大会の参加地区を募集します 

 大塔公民館と大塔地区体育協会では、下記の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）を開催します。 

 例年、地域の交流・親睦を目的に開催し、お盆に帰省されたみなさまにもご参加いただいており

ましたが、昨年度は新型コロナウイルスの影響もあり中止となりました。昨年出来なかった分、今

年はおもいきり体を動かしませんか。 

 （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。） 

 大会実施要項や参加申込書については、各区長さんあてにご案内を差し上げていますが、公民館

窓口や三川・富里各連絡所にもご用意しております。 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行った上で実施しますのでご協力お願いいたします。 

※なお、まん延防止重点措置や緊急事態宣言が発令された場合は中止となる場合がありますので       

 ご了承ください。 
男女混合バレーボール大会 

■日 時  ８月１４日（土）午後６時３０分～ 

■場 所   大塔体育館 

         （Aコート・Bコート） 

■参加費 １チーム ￥１，０００ 

 軟式野球大会 

■日 時  ８月１４日（土）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、閉会式） 

        B会場：大塔中学校グラウンド 

■参加費  １チーム￥１，０００ 

 ※ 申込み締切日：   ７月２６日（月） 

    申込先     ：   大塔公民館 

 ※ その他詳細については、大会実施要項をご覧ください。 

◆ 問合せ先 ： 大塔公民館 （☎４８-０２１２） 

 子ども映画会のお知らせ 

 © 2019 LICENSING BRANDS 

 

 大塔公民館では、下記の日程で子ども映画会を開催いたします。 

多くの皆さまのご来場お待ちしております。 

 なお、小学生未満のお子様は、保護者同伴でお越しください。 

【日 時】 ７月１７日（土）午前１０時から（上映時間８４分） 

【場 所】 大塔総合文化会館 一階 大会議室 

【作 品】 ビッグ・トリップ 

【あらすじ】 

 大
だい

自然
しぜん

豊
ゆた

かな森
もり

に暮
く

らすクマ、ミックミック。ある日
ひ

、彼
かれ

のも

とにマヌケなコウノトリが間違
まちが

えて、赤
あか

ちゃんパンダを届
とど

けてし

まう。愉
ゆ

快
かい

で陽気
ようき

なウサギのオスカーを相棒
あいぼう

に、赤
あか

ちゃんパンダ

を遠
とお

く離
はな

れた故郷
こきょう

に住
す

む 両親
りょうしん

の元
もと

に届
とど

けることを決意
けつい

する。    



（令和3年7月号） 

 

【児童書】  

【一般書】 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

7月7日 

（水曜日） 

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 

 ７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             

 ７月及び８月は「夏の子供を守る運動」期間です。各種団体や地域が一体となって、青少が

“明るく・正しく・たくましく”育つよう見守っていきましょう。 

水の事故に気をつけよ

う！ 

自撮り画像を撮らない！

送らない！ 

見逃さないで！ 

子供のサイン 
STOP  THE  いじめ！ 

考えよう！ 

家族みんなでスマホのルール 

図  書  名 著 者 等 

もりの１００かいだてのいえ いわい としお 

ＰＵＩ ＰＵＩモルカーモルだくさん！公式キャラク

ターブック 
見里 朝希  

すみれちゃんとようかいばあちゃん  最上 一平  

そらまめくんのまいにちはたからもの  なかや みわ  

いろどろぼう  中垣 ゆたか  

図  書  名 著 者 等 

ヒポクラテスの悔恨 中山 七里 

ハリーポッター魔法族大図鑑 並製版 ジョディ・レベンソン 

元気な人のすこやかな習慣 扶桑社 

私が作って私がときめく自家発電ブローチ集 光浦 靖子 

野球が好きすぎて 東川 篤哉 

万引きは犯罪です！ 

読み聞かせ会のお知らせ 

 ７月２４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。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止となる場合があります。 

【図書館分室】 

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） 

ふれあいスクールがスタートしました！ 
 新型コロナウイルスの影響で、延期されていたふれあいスクールが始まりました。 

 6月は「押し花アートを楽しもう！」をテーマに開催しました。23日には、鮎川小学校3年生がレース

ペーパーを使ってコースターを作り、30日には、５・６年生がうちわ作りに挑戦しました。子どもたち

は、講師の宮脇尚子さんやサポーターの皆さんのご協力を得ながら、色とりどりの押し花を散りばめた作品

を仕上げました。 

 ふれあいスクールは、各種団体や住民の皆さんの参画を得て、月に数回、子どもたちに様々な体験活動を

してもらう取組で、主に水曜日の放課後、地域の皆さんのご協力を得ながら、子どもたちの健全育成と地域

の活性化を目的としています。 

 なお、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。 

第１回ふれあいスクールの様子 

７月「ふれあいスクール」の予定 

 ７月 7日（水） スライムを作ろう！ （対象：1年生） 

          場所：大塔総合文化会館  持ち物  マスク 

 7月1４日（水） パレットスライムを作ろう！ （対象：2年生） 

          場所：大塔総合文化会館  持ち物  マスク 


