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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３月末現在 

世帯数 １，２７１世帯 

人 口 ２，３８５人 

（男） １，１３３人 

（女） １，２５２人 

 令和4年度は、昨年度に引き続き下記の体制と

なりました。本年度も、職員一同、住民の皆様の

ニーズを把握し、公民館区内の各種団体の皆様と

も連携を図りながら、地域に密着した事業の展開

に努めてまいりますので、ご協力をよろしくお願

いいたします。 
 

所長（公民館長）          髙根  昌史 

主任（学校教育担当）     高濱  勝彦 

事務員（公民館主事）     那須  大生 

会計年度任用職員           永井  泉水 

A L T                       チェイス・レイメント 

学校用務員                 佐賀野  郁子 

（令和４年５月号） 

 ４月８日（金）、鮎川小学校・大塔中学校で始業式、入学式が行われ、新学期がスタートしま
した。鮎川小学校には１５名の児童、大塔中学校には１８名の生徒が新たに入学しました。 

 地域の皆さまには、本年度も子ども達の健やかな成長を見守っていただきますようよろしくお
願いいたします。 

学年 鮎川小 大塔中 

1年 15人 18人 

2年 8人 21人 

3年 17人 24人 

4年 22人 

  5年 18人 

6年 19人 

計 99人 63人 

人数  
地区別 

鮎川 三川 富里 

鮎川小 84人 4人 11人 

大塔中 53人 2人 8人 

計 137人 6人 19人 

学校別 児童・生徒数（令和４年４月１日現在） 

比率 
地区別 

鮎川 三川 富里 

鮎川小 85% 4% 11% 

大塔中 84% 3% 13% 

集団検診のお知らせ 

 下記日程で、集団検診【特定健康診査、各種がん検診（胃・大腸・肺・乳房・子宮）及び肝炎ウ

イルス検診】を実施します。 

 対象となる方には、4月中旬にご案内をお送りさせていただいておりますので、 

５月20日（金）までにお電話にてお申し込みください。なお、料金等詳細については、お送り

しているご案内をご覧ください。 

【日程及び場所】 
 

 

    ６月18日（土）  富里体育館 

        ７月  3日（日）  大塔健康プラザ 

【集団検診までのながれ】  

 ❶ 5/20(金)までにお電話でお申込みください。 

   「日程」と「希望する検査項目」をお伝えください。 

  

 ❷ お申込み後、申し込んだ検診日の約１週間前に検診の問診票等の封書が 

         届きます。（この中に、受付時間が記載されていますので要確認！） 

  

 ❸ 検診当日、ご自身の受付時間を必ず確認のうえ、ご自身の受付時間内に 

   お越しください。※不織布マスク着用をお願いします。 

  

   ※新型コロナウィルス感染対策として、受付時間を個人ごとに細かく区切って案内する 

    予定にしていますので、約１週間前に届く封書内の受付時間を必ずご確認ください。 

    ご自身の受付時間までは受診できませんので、早めの来所は、密を避けるためご遠慮 

    ください。 

  

【お問い合わせ先】 大塔行政局住民福祉課  ℡ ４８－０３０１㈹ 

学ぼう！故郷の歴史 

三豊
さんぽう

神社
じんじゃ

の大杉
おおすぎ

 

 その三豊神社の境内には、数本の大杉がそびえてい

ます。最大のもので樹高44.91ｍ、幹回り5.43ｍ、

ついで樹高39.0ｍ、幹回り3.97ｍと3.68ｍに達し

ており、いずれの大杉も生育状況は良好です。地域住

民は、これらの大杉を神木として崇め、古くから大切

に保護しています。 

 もともとは「春日神社」と名付けられていた神社でしたが、明治40年

に合祀奨励があり、明治４１年３月２８日に三川地区3３社を合祀し、

社名を「三豊神社」と改称しました。 

（田辺市指定天然記念物） 



（令和２年４月号） 

 

 ロシアの軍事侵攻によるウクライナでの人道危機を受け、日本赤十字社では、赤十字委員会等が

実施する人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における救

援活動を支援するため、「ウクライナ人道危機救援金」の募金を開始しました。 

 今回、大塔行政局にて、上記の募金箱を設置しています。是非、市民の皆様のご協力をお願いい

たします。 
 

 期間：令和4年5月31日（火）まで ※土・日・祝日を除く 

 時間：午前8時30分から午後5時15分まで 

 場所：大塔行政局住民福祉課 

【児童書】                                  

 ５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。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症拡大 

状況状況によっては中止となります。 

 

  【 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） 

【一般書】 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

5月1８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 

 5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       

（令和４年５月号） 

（任）：会計年度任用職員 

（支）：集落支援員 

図書名 著者等 

妖怪横丁大運動会 広瀬 克也 

5分後に犯人に迫るラスト エブリスタ 

ベイビーシャーク 講談社 

ブレーメン通りのふたご 蓼内 明子 

ひこ・田中 

図書名 著者等 

空にピース 藤岡 陽子 

人生の旅をゆく ４ 吉本 ばなな 

看守の信念 城山 真一 

14歳からの「論語」 齋藤 孝 

一万年生きた子ども ナガノ ハル 

                

 行政局長 黒田 真照             

                
  

総務課長      松本 誠啓 
  

総務係長       西崎    健 
  

高田 英国 山下 義朗 中根 通惠(任) 
 

         
                
       

住民係長     中本 洋子 
 

村岡 ゆう子 大江 健太 
   

            
                  
           

新家 晃子 坂本 勇夫 
   

  
住民福祉課長  平    啓治 

   
保健福祉係長 小畑 幸生 

    
        

杉野 優理 山本 美紀 
   

              
                  
       

三川連絡所 撫養 芳紀(任) 
        

          
堀 あこ美(任) 

    
      

 富里連絡所 香川 佳久(任) 
        

              
                
  

産業建設課長  中西    努 
  

商工観光係長   森    克義 
 

三栖 隆成 
     

             
                 
      

農林土木係長 宮脇 和則 
 

小川 恒生 谷地 円香(任) 古庄 哲幸(支) 
 

         
         

打越 貴美男(支) 後藤 正伸(支) 
   

            
                             
                 
  

教育事務所長  髙根 昌史 
  

主任         高濱 勝彦 
 

那須 大生 永井 泉水(任) 
   

           
                              
                
      

湯川 人美 
        

  
診療所長      柳川 卓弥 

   
濵口 令子(任) 植松 矢須子(任) 

   
      

笹倉 径子 
     

              

             

 森林局長 宮野 恭輔          

             
  

山村林業課長 榎本 安幸 

  
林業土木係長 田本 和之 

企画員      五味 紀博 

 
中本 英希 山本 晃弘 

  
       
        

桝田  恵 木下 拓海 
  

       
              
      

林業振興係長 中谷 浩典 
 

柳原 隆史 岩見 天志  
 

         
          

川口 大幸(任) 荒堀 恭子(任)   
 

           
              
      

山村振興係長 新家 誉博 
 

古本 庸浩 中平 健一 折戸 絵美(任) 
 

         
             
             

○大塔行政局 ℡ 48-0301   

○三川連絡所 ℡ 62-0271 

○富里連絡所 ℡ 63-0001 

○森林局   ℡ 48-0303 

○教育事務所 ℡ 48-0212   

○三川診療所 ℡ 62-0008 

○富里診療所 ℡ 63-0002 

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。 


