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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４年１月末現在 

世帯数 １，３１９世帯 

人 口 ２，４０７人 

（男） １，１４０人 

（女） １，２６７人 

 公民館教室・講座のリクエスト募集について 

【大塔公民館サークルの紹介】 

 サークルの中で興味があったり、始めてみようかと考えておられる方がいらっしゃいましたら

多くのみなさんのご参加をお待ちしています。 

お問い合せは、大塔公民館までお願いします。（☎ 48-0212） 

 大塔公民館には、様々なジャンルの公民館サークルがあり、それぞれみなさん楽しく活動され

ています。 

        

 サークル名 
講  師 

又は代表 
日時（基本） 会場／会費 

途中 

参加 
備    考  

 
パッチワーク 稲垣 恵美子 

第１水曜日 大塔総合文化会館 
可 

別途  

 19:00～ 7,000円/年 材料費が必要です  

 
鮎川俳句会 赤木 範子 

第３土曜日 
大塔総合文化会館 可   

 

 18:30～  

 
絵てがみの会 赤木 範子 

第４金曜日 
大塔総合文化会館 可 

材料費必要  

 18:30～ 会費 要問合せ  

 
大塔太鼓 翔流  西   哲也 

毎週火・木・土 大塔総合文化会館 
可 

高校生以上  

 19:30～ 500円/月 
コ ロ ナ のた め 休止 中

（練習再開は未定） 
 

 
とみさと俳句会 中村 としゑ 

毎月20日前後 
とみさと交流館 可 

会費随時  

 19:00～ コロナのため休止中  

 
富里大正琴サークル 西村 由起 

月１回 
とみさと交流館 可   

 

 13:00～15:00  

        ※ 内容は変更される場合があります 

 大塔公民館では、みなさまの生涯学習の推進を図るため、教室や講座のリクエストを募集して

います。「こんな教室を開いてほしい、あんな講座があれば聴いてみたい。」という方がいらっ

しゃいましたらお気軽に大塔公民館（☎ 48-0212）までお問い合せください。 

学ぼう！故郷の歴史 

赤滑
あかなめら

の漣痕
れんこん

（和歌山県指定天然記念物） 

 赤滑の漣痕は、鮎川新橋から水呑峠に至る県道沿いの

赤滑にあります。この漣痕は、４～５千万年前の古第三

紀層のもので、地層面が北に向かって６０～７０度の急

角度で傾斜し、高さ約３０ｍ、幅約５０ｍのものが２ヵ

所で露出しています。 

 人類誕生以前の熊野地方の地形とその成り立ちを物語

る貴重な資料です。 

漣痕・・遠浅の海底にできたさざ波のあとが模様となって砂の上に残り、そのまま地層の間

に挟まって堆積岩になったもので、化石漣痕、漣痕の化石と呼ばれている。 

 大塔地区体育協会「グラウンドゴルフ協会」では、会員の

募集を行っています。健康づくりのため、楽しいグラウンド

ゴルフを始めてみませんか。 

 グラウンドゴルフは、誰にでもできる簡単なスポーツで

す。また、個人プレーの競技なので、他人に気を使う必要は

ありません。先ずは、一度、遊びに来てください。加入希望

の方は下記の事務局までお申し込みください。 

代表者  落合久雄 
 

活動日  毎週水曜・土曜 午後12時30分～3時30分頃まで 
 

場 所  おおとう水辺の楽校 
 

会員募集 ６０歳以上の方（男女は問いません） 
 

会費年間 １，０００円 
 

その他  用具（クラブ・ボール等）は、用意しています 
 

お申込み・問合せ先 

   大塔地区体育協会事務局（大塔公民館内 TEL48-0212） 
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【児童書】  

３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 

 

  月曜日～金曜日及び第４土曜日 

  午前９時～午後５時 

  (但し、祝祭日は休館日) 

大塔分室 開館日 

３月２６日（土）の「絵本の読み聞かせ会」はお休

みとなります。 

図書室は午前９時～午後５時まで開室しています。 

運行日 地域 巡回地区 場  所 予定時間 

令和４年 

３月1７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 

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 

    

 図 書 名 出版社及び著者  

  歴史人物バトル アメリカ編  チーム・ガリレオ  

  ２～５才のかわいいおりがみえほん  いしばし なおこ  

  お花のドレスとBプラン  あんびる やすこ  

  ヤマネコとアザラシちょうさだん  五十嵐 美和子  

  ムーミン谷のなかまたち  トーベ・ヤンソン  

    
【一般書】 

     

    

 図 書 名 出版社及び著者  

  連鎖犯  生馬 直樹  

  月の光の届く距離  宇佐美 まこと  

  はたらく内臓  坂井 建雄  

  キミは、「怒る」以外の方法を知らないだけなんだ  森瀬 繁智  

  寂聴さんに教わったこと  瀬尾 まなほ  

    この他にもたくさんの新刊が入っていますので、ご利用ください。 

 令和４年度（R４年４月～R５年３月）の体育施設の夜間貸出について、学校体育施設（スポー

ツ開放）及び、それに準ずる施設において、下記の通り団体登録による貸出の受付を行います。利

用を希望される団体におかれましては、「利用団体登録」を行っていただき、その後「利用希望

票」による利用申請を行ってください。利用団体が多数の場合、抽選等による調整を行う場合があ

ります。 

 詳しくは、大塔教育事務所（☎ 48-0212）までお問い合わせください。 

❖対象施設 

１.鮎川小学校体育館 ２.大塔体育館 ３.富里体育館 ４.大塔武道館 

❖スポーツ開放で施設を利用できる団体 

・田辺市に在住・在勤または在学する者が１０人以上の団体を組織し、かつ利用責任者が          

含まれること 

・利用責任者が成人している者であること 

・事前に「団体登録」を済ませている団体であること 

❖団体登録及び希望票の受付   令和４年３月１４日（月）～３月２５日（金） 

 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をお待ちしています。 

 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。 

© 2020 Warner Bros. All Rights Reserved. 

【日時】 3月12日（土）午前10時から（上映時間102分） 

【場所】 大塔総合文化会館 三階 中会議室 

【作品】 『劇場版 トムとジェリー』 

【あらすじ】 

 ニューヨークの 高級
こうきゅう

ホテルに引
ひ

っ越
こ

したジェリーをトムが追
お

いかけ大
おお

暴
あば

れ、ホテルで開
ひら

かれるはずの「世界
せかい

が 注目
ちゅうもく

するウェ

ディングパーティ」を台無
だいな

しに！汚名返上
おめいへんじょう

のために、まさかの

タッグを組
く

むことになったトムとジェリー。ホテルの新人
しんじん

ス

タッフのケイラが見守
みまも

るなか、果
は

たしてふたりは世界一
せかいいち

素敵
すてき

な

ウェディングパーティを成功
せいこう

させることができるのか？ 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で急遽中止となる場合が

ございますのであらかじめご了承ください。 


