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④ 

古紙回収について  
 

 

 日時：10月27日(火) 

     ：10時20分～11時 

 場所：三栖コミセン 

日  時 ： 10月８日・22日（第２・４木曜） 午前８時頃から午前10時頃 

場  所 ： 上三栖消防屯所・広の岡会館・中の宮消防屯所 

      三栖幼稚園・三栖コミセン（平日８時30分～17時） 

回収品 ： ①新聞・広告 ②雑誌・雑紙 ③ダンボール 

※三栖コミセンは、夜間及び土・日・祝日は物置が閉まっています。防犯

上、危険ですので、周辺に古紙を放置しないでください。 

１日（木） 明るい笑顔街いっぱい運動 

 ・子どもたちの安全を地域ぐるみで見守りましょう。 

９日（金） 

 

弁慶ゲタ踊り練習 

 時間：19時30分～  場所：三栖コミセン大集会室 

 ・このときにハッピ、鳴子、ハチマキ等もお渡しします。初め 

 ての方でもすぐに踊れるようになりますので、若い方も大勢 

 参加お願いします。 

10日（土） 弁慶祭り（弁慶ゲタ踊り当日）＊雨天の場合は翌日に順延 

 時間：14時30分集合、15時開始 

 場所：田辺駅前大通り ※着替えは商工会議所３階 

 ・踊り25分、休憩10分、踊り25分の計1時間。休憩時にお茶 

 の配布と記念撮影をします。 

15日（木） 田辺市女性会支部交流会 

 時間：８時20分～16時頃 ※市民総合センターで集合・解散 

 場所：龍神市民センター 

 内容：（AM）１階ホールで囲碁ボール大会またはグラウンド 

         でグラウンドゴルフ大会 ＊どちらかへ参加 

     （PM）映画「轟音」の鑑賞､殿原地区B29慰霊碑の見学 

18日（日） 三栖地区敬老会 

 ・今年はバスですさみ町内のホテルへ行きます。お手伝いい 

 ただける方は10時45分にJA三栖支所前へ集合してください｡ 

19日（月） 絵手紙教室 

 時間：19時30分～ 場所：三栖コミセン大集会室 

20日（火） 三栖小学校茶道クラブ 

 時間：14時50分～15時35分 場所：三栖コミセン和室 

 ・お手伝いいただける方は2時30分までに集合お願いします｡  

27日（火） 暴力追放決起集会 

 時間：13時30分～ 場所：紀南文化会館４階 小ホール 

 ・15時20分～16時の間で街頭パレードを行います。大勢ご参 

 加ください。(ウォーク啓発で通行者に啓発物品を配ります｡) 

 イベントや教室は、

どなたでも参加できま

すのでお気軽にご参

加ください。 

      三栖婦人会 

三栖にお住まいの女性の皆様へ－10月の行事予定－ 

 今年の弁慶祭りは田
辺市合併10周年記念
事業として行われま
す｡大勢のご参加をお
願いします。 
 
■駐車場について 
・第一小学校運動場 
・三栖口踏切駐車場 
・扇ヶ浜駐車場（有料） 
※なるべく乗り合わせ
てお越しください。 
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三栖公民館だより 
                  

                  館長 三栗 一二   主事 佐向 大輝 

■三栖公民館区統計情報 

（平成27年８月末） 

人   口：4,268(前月比：±０) 

世帯数：1,618(前月比：±０) 

事務所：田辺市中三栖８０５番地 三栖コミュニティセンター内 

ＴＥＬ：（０７３９）３４－００２２ 

ＦＡＸ：（０７３９）３３－０８３６ 

① 

熊野古道ハイキング 参加者募集！ 
 恒例の熊野古道ハイキングを下記のとおり実施します。参加者を募集し

ていますので、ぜひご参加ください。なお、今回のコースは難所と知られ、

厳しい道のりとなっています。ご自身の体力等を十分に考慮した上でお申

込みください。 

 

 日  時：11月７日（土） ６時30分～ ＊雨天の場合は21日（土）に延期 

 集  合：ＪＡ三栖支所または下三栖Ｖショップ前 

 行  程：大雲取越コース（那智大社～小口自然の家） 約１４．５km  

       所要時間 約８時間（歩行時間は約７時間） 

 持ち物：弁当、飲み物、タオル、帽子、杖、雨具など 

 参加費：無料 

 定  員：25名（定員になり次第締め切ります） 

 締切 り：10月28日（水） 

 ＜申込み方法＞ 

  下記まで、住所・氏名・連絡先・集合場所を 

 ご連絡ください。 

  ■三栖公民館 

   電話：34-0022 ・ メール：misu.ko@city.tanabe.lg.jp 

   ※メールの場合、受信側の設定によりこちらからの返信が届かない 

     場合があります。必ず電話番号を記載してください。 

町民ソフトバレーボール大会の日程について 

 例年10月に行っていたソフトバレーボール大会ですが、今年は紀の国わ

かやま国体・大会が開催されるため、下記の日程に変更して開催します。

練習期間も設けていますので、未経験の方や経験の少ない方もお気軽に

ご参加ください。 

 

 日程 １１月２９日（日） 

 場所 衣笠中学校体育館 
 ＜練習について＞ 

  期間：11月22日（日）～28日（土） 19時30分～21時30分 

  場所：三栖小学校または衣笠中学校 

 詳細は10月中に体育

委員・地区委員会を開 

催し決定します。 

 お問合せは三栖公民

館（34-0022）まで。 



防災訓練が行われました 

② 

三栖公民館だより 

                  

 ９月28日（月）、公民館の文化委

員会で史跡整備を行いました。 

 午前８時に集合し、まずは地域

内にある熊野古道の整備。三栖

王子と長尾坂周辺の草刈りを行

いました。春はそれほど時間のか

からない作業も、この時期は夏に

生い茂りうっそうとしている草木に

手こずります。10月には、これら

の道を三栖小学校の児童ととも

に歩き、案内する予定です。 

 少し休憩をして、次は衣笠山山

頂へ。衣笠城跡の整備を行いま

した。この城跡には、数々の伝承

が残り、田辺市の指定文化財に

もなっています。また、衣笠山は

昔から子どもの遠足場所になった

り、学校の校歌にも登場したり、

地域のシンボルのような存在でも

あります。いまでは人が訪れるこ

とは少なくなりましたが、史跡とし

て、また地域のシンボルとして、こ

の場所の整備、顕彰に努めていき

たいと思います。 

 ご参加いただいた皆さん長時間

の作業お疲れ様でした。ありがとう

ございました。 

***************************** 

 文化委員会では一緒に活動して

いただけるメンバーを募集していま

す。活動に興味のある方、歴史や

文化に興味のある方はぜひ公民館

までご連絡ください。 

***************************** 

史跡の整備をしています！ 

 ９月６日（日）、田辺市防災訓練

が実施され、三栖町内会、城山台

町内会においても訓練が行われま

した。 

 三栖町内会では、三栖小学校を

会場に、土砂災害に関する講演、

救急搬送訓練、避難所運営訓練

が行われました。城山台町内会で

も、避難生活に関わる学習会が行

われました。 

 自助・共助・公助という言葉をよく

耳にするようになりましたが、6,400

人以上の死者・行方不明者を出し

た阪神・淡路大震災に関する調査

の一つに、生き埋め状態から生き

延びることができた人のうち、自力

で脱出したり、家族や友人、隣人

等によって救出された割合が約

95％に上り、救助隊によって救助

されたのは1.7％であるという調査

結果もあります。 

 ここに示されるように、いざという

ときには自助・共助の力が大きく

関わってきます。このような機会を

捉え、ご家族や地域で防災につい

て考えてみてはいかがでしょうか。 

自助・・・自ら(家族も含む)の命は自らが守ること、または備えること 

共助・・・近隣が互いに助け合って地域を守ること、または備えること 

公助・・・自治体をはじめ警察・消防・ライフラインを支える各社による 

      応急・復旧対策活動 
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③ 

三栖小学校の取り組み 

☆幼稚園って楽しいよ☆ 

 ９月20日（日）に澄みきった秋空

のもと秋季大運動会がありました。

「心を一つに 笑顔あふれる 運動

会にしよう」をスローガンに、子ども

たち一人ひとりが最後まで諦めず

精一杯がんばりました。 

 今年は、紀の国わかやま国体・

大会開催にちなんで、テーマ曲で

ある「明日へと」の曲に合わせてダ

ンスをしたり、熊野古道世界遺産

登録10年を記念して、熊野古道を

組み体操で表したりしました。ま

た、公民館、消防団などの競技や

幼稚園・老人会・小学校低学年が

一緒に玉入れをし、ともに楽しみ

親睦を図ることができました。 

            

 ９月18日(金)に、年少児が衣笠中

学校３年生の生徒さんと一緒にお

月見団子作りをしました。一緒にお

団子を丸め、中学生が茹でてくれ

ました。ドーナツ型やへびのような

おもしろい形のお団子を作る子も。

お砂糖を煮詰めてタレを作り、団子

にかけて、みたらし風お月見団子

の完成。子どもたちは大喜び｡みん

なでおいしくいただき、少しお団子

が苦手な子も、「おいしい。おかわ

り。」と言って、パクパク食べていま

した。お兄ちゃん、お姉ちゃんと楽

しくおしゃべりもして、とても素敵な

ひとときを過ごすことができました。

上手に優しく接してくれたお兄ちゃ

ん、お姉ちゃん、ありがとう。 

 ９月20日(日)は､三栖小学校の運

動会に園児たちが参加しました｡

かけっこでは、大きな運動場で園

児たちが走り出すと、「ちっちゃい。

かわいい。」と歓声が上がり、子ど

もたちは、はりきってゴールまで走

りきりました。そして、今年は１,２年

生と老人会の方と合同で玉入れを

しました。４つのチームに分かれて

力を合わせて頑張りました。 

 10月11日(日)は幼稚園の運動会

です。地域の皆様、ぜひ子どもた

ちの頑張っている姿に温かいご声

援をよろしくお願いいたします。 

11日(日) 第54回 三栖幼稚園運動会 (雨天 衣笠中学校体育館) 

15日(木) 未就園児支援事業日（ミニミニ運動会 10時～11時） 

おはなしの会 読み聞かせ 

16日(金) 園外保育 

20日(火) ALT来園（英語で遊ぼう） 

22日(木) 秋の遠足（アドベンチャーワールド） 

28日(水) 田辺市教育委員会 定例訪問 

29日(木) 衣笠山に登ろう！ 

（公民館の文化委員さんや保護者の方と一緒に） 

－10月の行事予定－ 


