
（令和４年7月号） 

 

◆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５月末現在 

世帯数 １，２７１世帯 

人 口 ２，３８４人 

（男） １，１３３人 

（女） １，２５１人 

 大塔公民館では、右記の日程で子ど

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。 

注意事項 

・小学生未満のお子様は、保護者 

同伴でお越しください。 

・新型コロナウイルス感染症拡大

予防のため、マスクの着用をお

願いいたします。 

・感染症拡大状況によっては、中

止となる場合があります。 

・当日、体調が悪い場合は、参加

をお控えください。 

選択交流学習が開催されました！ 

 ６月８日（水）、大塔地域学社融合推進協議会事業の一つとして、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。 

 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、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 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 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 

４ 体育 グラウンドゴルフを楽しもう  落合 久雄 さん 

５ 音楽 音楽を楽しもう  畑中 志保 さん 

「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会（略称：大塔CS）」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。 

を開催します！ 

 大塔公民館では、下記の日程でスマホ講座を開催しま

す。買ったものの何ができるかわからない、苦手意識があ

る、いまさら聞けない・・そんな方に必見です！スマート

フォンの基本的な操作からLINEの使い方まで、主事がわか

りやすくお教えします！ 

日 時 
① 令和４年７月２１日（木） １４時～ 

② 令和４年７月２２日（金） １４時～ 

会 場 大塔総合文化会館 １階 大会議室 

定 員 各回５名 

参加料 無料 

申込期間 ７月１日（金）～７月１９日（火） 

申込方法 
上記期間中に公民館へお電話いただくか、直

接窓口へお越しください。（☎ 48-0212）  

～こんな方々にオススメ～ 

スマホに苦手意識

がある 

写真の撮り方がわか

らない 

LINEを利用したこ

とがない 

買ったものの、どん

なことができるの？ 

 内容  ※21日、22日の内容は同じです 

 ・スマホの基本操作 

  （ボタン操作、電源の入れ方・消し方） 

 ・写真の撮り方 

 ・LINE（ライン） 

  （画面操作の基本、メッセージの送信）             

7月10日（日）は参議院議員通常選挙の投票日 

 任期満了に伴う参議院議員通常選挙は６月２２日（水）に公示、７月１０日（日）に投票が行われる予定

です。私たちの声を国政に反映させる代表者を選ぶ大切な選挙です。棄権したり無投票を投じることな

く、有意義な1票を投じましょう。 

●期日前投票と不在者投票 

 投票日当日に投票できない見込みの方は、期日前投票制度をご利用

ください。 

  期間： ６月23日（水）～７月９日（土）までの間 

 その他詳細につきましては、広報田辺６月号をご覧ください。 

 お問い合わせは、田辺市選挙管理委員会又は各行政局総務課まで 

 （選挙管理委員会：☎ 26-9945）

（大塔行政局総務課：☎ 48-0301） 



（令和４年7月号） 

 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

7月14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 

 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             

図  書  名 著 者 等 

いただきますのおやくそくだもの わたなべ あや 

おやすみなさいの1分えほん いぬつか まどか 

魔法のほね 安田 登 

お札に登場した偉人たち21人 河合 敦 

はじめての子どもパン教室 吉永 麻衣子  

【児童書】  

図  書  名 著 者 等 

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 

あきらめません！ 垣谷 美雨 

フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったのか 岩竹 美加子 

だから私はここにいる アンナ・ラッセル 

スピード完成！野菜の大量消費おかず３４２ 食のスタジオ 

【一般書】 

のお知らせ 

 ７月２３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。 

 【図書館大塔分室】 

 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） 

水の事故を気をつけよう！ 自撮り画像を撮らない！送らない！ 

STOP THE いじめ！ 考えよう！家族みんなでスマホのルール 

万引きは犯罪です！ 見逃さないで！子供のサイン 

 ７月1日（金）から８月３１日（水）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、青少年が“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。 

熱中症に注意しましょう 

 熱中症になる条件として、「環境」 と 「からだ」 と 「行動」 だと考えられます。 

①環境 ②からだ 

③行動 

・気温が高い ・日差しが強い 

・湿度が高い 

・締め切った屋内 ・エアコンの無い部屋 

・熱波の襲来 

・高齢者や乳幼児、肥満の方々 

・下痢やインフルエンザでの脱水症状 

・二日酔いや寝不足等の体調不良 

・激しい筋肉運動や、慣れない運動 

・長時間の屋外作業 

・水分補給できない状況 

体温の上昇や調

整機能のバラン

スが崩れ、体に

熱が溜まる 

熱中症 

・涼しい服装をしましょう ・日陰を利用し、こまめな休憩をとりましょう ・日傘・帽子を利用しましょう 

・水分・塩分補給をこまめにとりましょう ・無理をせず、徐々に体を暑さに慣らしましょう 

給食時に録音での読み聞かせを行っています！ 

 図書ボランティアでは、鮎川小学校の給食時に、録音による読み聞

かせ活動を行っています。小学校では、給食時の飛沫感染を防ぐた

めに黙食を行っており、その時間を使って「読み聞かせ」をできな

いかということで、この取組がスタートしました。児童たちの評判

も良く、どんな本を読んだか知りたがっている子や次回の録音を楽

しみにしている様子の子たちが見られたそうです。大塔の民話や昔

話、怪談話等たくさんの本を読んでいきますので、児童の皆さんは

楽しみにしていてください！ 

読み聞かせ会 

マイナンバーカード出張申請窓口を市内商業施設等を中心に開設します 

 市では、民間事業者にマイナンバーカードの出張申

請サポート業務を委託し、７月～令和５年１月まで、

市内商業施設等を中心にマイナンバーカードの申請窓

口を開設します。 

 具体的な日時・場所等につきましては、新聞・チラ

シ等であらためて周知をさせていただきますので、お

買い物等のお出かけの際に気軽に立ち寄りください。 

 なお、お越しの際は、下記のいずれか１点をご持参

ください。 

『通知カード』、『QRコード付き交付申請書』、

『個人番号通知書』 

【録音の様子】 

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。 

❖田辺市出張申請窓口に関するお問合せ 

受付時間：月～金 8：30～17：15  

☎：0739-26-9923 

（田辺市役所 市民課）      

073-436-1388（火・木）

（委託先：日本旅行）       

❖そのほかカードの受け取りマイナポイントに関するお問合せ 

受付時間：月～金 10：00～17：00

☎：0570-06-0059（月・水・金）       


