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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６月末現在 

世帯数 １，２７２世帯 

人 口 ２，３８６人 

（男） １，１３４人 

（女） １，２５２人 

６月12日（日）、田辺市の神島台運動場にて、「第

２回和歌山ファイティングバーズ杯争奪学童軟式野球大

会」の準決勝と決勝が開催され、決勝では、「鮎川龍神

少年野球クラブ」が「TANABEクラブＡ」に、８－７

で勝利し、優勝しました。 

この大会は、ナガセケンコー旗争奪県大会の西牟婁支

部予選を兼ねており、優勝チームは、８月に有田地方で

ある県大会に出場します。 

「鮎川龍神少年野球クラブ」は、県大会に向けて週３

回練習に励んでいますので、ご声援をお願いします。 

 

【決 勝】    

           

【１回戦】 鮎川龍神６－２岩田 

【２回戦】 鮎川龍神５－１すさみ 

【準決勝】   鮎川龍神５－１あいづ 

鮎川龍神少年野球クラブが優勝！ 

ニュースポーツ教室 開催のお知らせ 
下記の日程でニュースポーツの体験教室を実施します。ぜひご参加ください。 

❖ 定 員 ：各回とも30名 

❖ 申込方法：下記へ電話または申込みフォームからお申し込みいただくか、参加申込書をFAXまたは  

                   Eメールでご送付ください。 

TEL：0739-25-2531 FAX：0739-25-0387  E-mail：sports@city.tanabe.lg.jp 

開催日 
昼間の部 13：30～15：00 夜間の部 19：30～21：00 

競技 会場 競技 会場 

  8月20日（土）  カローリング 
 林業者等健康増進セン

ター（龍神） 
 モルック 

 鮎川若もの広場

（大塔） 

  9月15日（木）  囲碁ボール  田辺SP体育館  カローリング  田辺SP体育館 

 10月18日（火）  室内ペタンク  田辺SP体育館  スカイクロス  田辺SP体育館 

 11月20日（日）  モルック  田辺SPサブグラウンド  囲碁ボール  田辺SP目的ホール 

 12月10日（土）  グラウンドゴルフ  田辺SPサブグラウンド 
 ノルディッウォー

llキング 
 田辺SP敷地内 

 1月19日（木） 
 ターゲットバード

llゴルフ 
 田辺SPサブグラウンド  ボッチャ  田辺SP体育館 

 2月14日（火） 
 ノルディッウォー

llキング 
 新庄総合公園  カローリング  田辺SP体育館 

 3月19日（日）  古道ウォーク  高山寺～天神崎  グラウンドゴルフ  田辺SP陸上競技場 

◇オンラインフォーム 

https://logoform.jp/f/0Epc9 

※田辺SP…田辺スポーツパーク 

新型コロナワクチン第２期（４回目）接種を希望される皆様へ 

集

団

接

種 

 大塔総合文化会館 

（大塔健康プラザで 

はありません） 

 ９月４日（日） 午前10:00～11:30 

 定員100名程度（予約は8月8日から開始です。） 

 ワクチン：武田／モデルナ社製 

 ①電話での予約                                                    ②ウェブでの予約 

  田辺市新型コロナワクチン接種コールセンター 

  0739-33-7022 【予約受付時間：平日8:30～17:15】

  ※大塔総合文化会館以外に田辺市民総合センターの日程もあります。                       

【対象者】 

新型コロナワクチン第一期追加（3回目）接種後５か月を経過する 

①60歳以上の方 ②18歳以上60歳未満の基礎疾患等を有する方 

【接種回数】１回 

【接種券案内発送時期】  

①60歳以上の方は、3回目接種完了後5か月が経過する前に順次発送します。 

②18歳以上60歳未満の基礎疾患等を有する方については、本人からの申請により発注します。 

本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）を持参の上、大塔行政局住民福祉課又はコールセンターで

接種前にお申し込みください。 

個

別

接

種 

富里診療所 

63－0002 

(普段から定期受診されている方) 

または、富里地区在住の方 
 窓口か電話で予約してください。 

【予約受付時間：平日8:30～17:15】 

 ワクチン： 
   ファイザー社製または武田／モデルナ社製 

三川診療所 

62－0008 

(普段から定期受診されている方) 

または、三川地区在住の方 

【お問い合わせ先】 大塔行政局住民福祉課  ℡ ４８－０３０１㈹ 

【お問い合わせ先】 スポーツ振興課 

 「皆さん今までお世話になりました。本当にありがとうございました。 

 この６年間本当に楽しかったです。田辺は私の第２の故郷で、皆さんが第２の 

 家族になりました。これからも日本にいますので、また会ったときは声をかけ 

 てください。これからもよろしくお願いします。」 

                                   チェイスより 

 平成28年度から6年間、大塔教育事務所に勤務しておりましたカナダ出

身のALT（外国語指導助手）チェイス・レイメントさんが7月末をもって

任期を終え、退任されました。チェイスさんは、鮎川小学校、大塔中学校

を始め、毎週6校を訪問し、英語の授業や国際交流活動、クラブ活動への

協力等にご尽力されました。 

長い間、本当にお疲れ様でした。 

  1 2 3 4 5 計 

 田辺A 0 0 0 2 5 7 

 鮎川龍神 3 0 2 3 × 8 

回 
チーム 
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図  書  名 著 者 等 

おひげのポン かなざわ まこと 

しゅくだいドッジボール 福田 岩緒 

スクラッチ 歌代 朔  

かいけつゾロリのわくわくクイズ２００本ノック！ 原 ゆたか 

ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる！産業とくらし 藤子・Ｆ・不二雄 

【児童書】  

図  書  名 著 者 等 

残された人が編む物語 桂 望実 

僕の狂ったフェミ彼女 ミン ジヒョン 

よろずを引くもの 西條 奈加 

体の不調がスーッと消える「天気痛さん」の本 佐藤 純 

ホットケーキミックスだからおいしいお菓子 ホッとケーキさん。 

【一般書】 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

８月４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 

８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             

 ８月の読み聞かせ会は

お休みです。図書室は下

記の通り開館します。 

絵本読み聞かせ会 

について 

学ぼう！故郷の歴史 

【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） 

 今回の学ぼう！故郷の歴史は、「戦争」について取り上げます。富里の平瀬地区にお住まいの音窪清几知さ

ん、とし子さんご夫妻に戦時中の出来事や暮らしについてお話を伺いました。 

▲音窪 清几知さん 

〇戦時中の生活はどのようでしたか。 

清几知さん 富里村（現富里）全体で、食料や衣料品が全く無く、本当に苦

しかった。お米は配給が行われており、自由に食べることが出

来なかった。兵隊の服に使うため、うさぎの飼育が奨励されて

いた。 

〇小中学校では、どのような学習をされていたか。 

清几知さん 小学校に入ったとき、皇居の方向に向かって敬礼をする「宮城

遥拝」を毎日行っていた。とにかく戦争に勝つためだけの学習

を行っており、軍国主義が推し進められていた。 

〇富里に被害はあったか。 

清几知さん 直接的な被害はなかったが、昭和20年にアメリカ軍により、焼夷弾が落とされ、山火事に

なった。 

〇周りの方で、兵隊に召集された方はいたか。 

清几知さん 日中戦争から太平洋戦争までに、多くの方が召集された。富里では、下川のお宮さん（春日

神社）まで見送りをした。私の兄は、太平洋戦争に召集され、フィリピンで戦死した。戦死

と分かったのは、亡くなってから2年後のことで、骨も返ってこなかった。平瀬地区だけで

約30人が戦死した。 

〇音窪さんにとって、戦争とはどのような存在か。 

 清几知さん 戦争は哀れなもの。戦争は絶対に起こしてはいけない。 

 とし子さん これからも絶対に起こってほしくない。怖い存在。 

とし子さん 戦時中の４歳～11歳までの７年間は家族の都合により、南朝

鮮（現韓国）に在住した。当時の日本人は、南朝鮮人に対して

差別的な態度をとっており、学校も違ったことから南朝鮮人と

遊ぶ機会がなく孤独だった。 

〇戦争を知らない世代や人々に伝えたいこと。 

 清几知さん 世界中で何も無いときが平和であって、ロシアがウクライナに侵攻し、他国も緊張状態の

今は、平和とは言えないと思う。平和に向けて何が出来るか考え、行動してほしい。 

 とし子さん どこの世界にいても、どんな貧困な国にいても、皆同じ命だから、人間同士で命を落とすよ

うな行動はしないでほしい。 

 紙面の都合上全てを掲載することは出来ませんでしたが、ご夫妻には、他にも戦時中のことについて多く

語っていただきました。第2次世界大戦終戦から約77年が経ち、現在、ロシアがウクライナに軍事侵攻を進

めており、6月末までに少なくとも約4700人の市民が死亡したと発表されました。実際の死者数はこの人

数を大きく上回るとのことです。これまで以上に戦争が身近な存在になった今だからこそ、皆様にはお二人

のお話を通して、改めて“戦争”や“平和”について考えていただくきっかけになればと願っております。 

 大塔中辺路給食センターでは、給食調理員さんが休暇を取ったときに、給食のお手伝いを行ってくれる方

（代替員）を募集しています。 

 報酬は、日額6,790円となります。内容は、給食の準備、片付け、掃除などです。 

 勤務時間は、8時～15時45分（実労働時間：6時間45分）です。 

 なお、調理師免許の有無は問いません。ご興味のある方は、気軽にお問合せ 

下さい。 

【お問合せ先】 大塔中辺路給食センター 担当 黒田 ☎ 49-0402 

        大塔教育事務所     担当 高浜 ☎ 48-0212 

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。 

～取材を終えて～ 


