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古紙回収について 

 
 日時：12月24日(木) 

     ：10時20分～11時 

 場所：三栖コミセン 

日  時 ： 12月10日・24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（火） 「わかやま冬の交通安全運動 街頭啓発」 

・街頭啓発に田辺地区交通安全母の会も参加します。 

 時間：17時～（１時間程度） 

 場所：パビリオンシティA館横 

12日（土） 男女共同参画連絡会企画講座 

「女性と子どもが安心して生きられる社会をつくるために」 

・マララ・ユスフザイさんのドキュメンタリーDVDを見ながら、女

性問題などについて一緒に考えてみませんか。 

 時間：13時30分～15時30分 

 場所：市民総合センター４階 交流ホール 

14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 

24日（木） 「チャリティーミュージックソン」 

・耳の不自由な方のための音の出る信号機を設置するための

募金活動です。５人体制で１時間ごとに交代します。 

 時間：13時～14時、14時～15時、15時～16時 

 場所：田辺駅前 

27日（日） 「正月用活花教室」 

 時間：19時30分～ 

 場所：三栖コミセン大集会室 

 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 

三栖小学校の取り組み 

三栖にお住まいの女性の皆様へ－12月の行事予定－  明るい笑顔 

    街いっぱい運動 

日程：12月１日（火） 

・子どもたちの安全を地域

ぐるみで見守りましょう｡ 

 11月13日（金）に1，2年生が生活科の学

習で「秋見つけ」に行きました。 

 昔の人々が通ったといわれる旧道を歩

き､たわわに実った柿や真っ赤になったカ

ラスウリを見ながら、三栖小学校の発祥

の地である妙見神社に立ち寄りました。そ

の後、珠簾神社まで行き、そこでお弁当を

食べ、赤や黄色に色づいた葉や木の実を

見たり、拾ったりして、秋をたくさん見つけました。 

市長まちづくり報告会 

 日時：１月26日（火） 

     19時30分～ 

 場所：三栖コミセン 
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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10月末） 

人   口：4,294(前月比：＋９) 

世帯数：1,635(前月比：＋９) 

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 

 公民館では、地域の皆さんの趣味や特技

を活かした作品の展示、舞台発表などを行う

文化展の開催を考えています。「自分の作っ

た作品をいろんな人に見てもらいたい。」など

お考えの方はぜひご出展ください。 

 なお、開催時期は２月を予定しています。

現在はまだ企画段階ですが、作品出展や舞

台発表をしてみたい方など、文化展に興味の

ある方はぜひ公民館までご連絡ください。 

 三栖谷地域の交流・親睦を深めるため、三栖・長野・万呂の３公民館合

同でソフトバレーボール大会を開催します。参加チーム募集中です。友

人やご近所さん、職場の仲間とお気軽にご参加ください。 

 

 日 時  平成２７年１月１７日（日）  

       ８時３０分～ 

 場 所  衣笠中学校体育館 
  

◆参加資格  

 万呂・三栖・長野の公民館区在住・出身、または勤

務されている方 ※学生は除く 

◆チーム編成 

 男女混合４人制（コート内女性２名以上） 

◆申込み・お問合せ先 

 １月７日（木）まで に下記のいずれかまでお申込みください。 

 ・三栖公民館（ＴＥＬ：34-0022 ・ E-mail：misu.ko@city.tanabe.lg.jp） 

 ・長野連絡所（窓口受付のみ） 

 ・万呂公民館（ＴＥＬ：25-1554） 

 ※開始時刻や運営は参加チーム数により変動することがあります。 

三栖谷ソフトバレーボール大会開催のお知らせ 

三栖公民館文化展について 



衣笠山へ登ろう！ 

三栖公民館だより 

                  

 10月29日（木）、三栖幼稚園の先

生、園児、保護者の方、公民館の

文化委員会とで衣笠山へ遠足に

行ってきました。 

 午前９時、三栖小学校へ集合し、

いざ衣笠山へ。この日は保護者の

方と文化委員さんも先生となり、そ

れぞれ園児とペアになって、手を繋

いで歩きました。 

 登れるか不安な様子の園児もい

ましたが、途中、サプライズで忍者

からの贈り物が届き、「がんばって

山頂を目指してくれ。」とのメッセー

ジもあり、園児たちは大喜び。その

後も、竹やぶの中の道を歩いたり、

眼下に広がる三栖の景色や田辺

湾・白浜方面の眺望を楽しんだりし

ながら、ぐんぐんと山頂まで足を進

めました。 

 衣笠山の山頂には衣笠城跡があ

ります。この城について文化委員

の宇井さんからお話をしていただく

と、園児や保護者の方からは「そん

なんやあ。」と、驚くような声が聞こ

えました。お話を聞いてからは、山

頂からの景色を眺め、その後、少

し下山して昼食をとりました。 

 昼食後は、見晴らしの良いところ

で園歌を歌ったり、どんぐりや草花

を摘んで遊んだりし、その後、幼稚

園へ向け、登りとは違うルートで下

山しました。下山途中には、豚小

屋と馬小屋を見学し、豚の迫力に

驚きながら「ブーブー。」と鳴き真

似をしたり、馬のきれいな毛並み

を間近で見たりして楽しみました。 

 その後、無事に幼稚園までたど

り着き、今回の遠足は終了となり

ました。 

 園歌にも出てくる衣笠山のことを

知ってもらおうと考え、話を進めて

きた今回の取組。文化委員会で衣

笠山の整備を進めていることもあ

り、幼稚園と公民館が一緒になっ

て計画を練りました。 

 子どもたちの体力等、気になる

部分もありましたが、衣笠山にあ

るものを活かし、楽しみながら歩く

ことができました。また、保護者の

方や文化委員の方にご参加いた

だいたことで、子どもたちも安心し

て歩くことができたのかと思いま

す。ご参加いただいた皆さんあり

がとうございました。  

 様々な人とのふれあいや経験を

通じ、子どもたちが心豊かに成長

してくれればと思います。また、学

校・地域・家庭の三者が参加した

ことで、それぞれの立場で感じたこ

ともあるかと思います。それらを今

後の参考にし、よりよいへ活動へ

とつなげていきたいと思います。 

② 
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熊野古道ハイキングを実施しました！ 

☆幼稚園って楽しいよ☆ 
 毎年恒例、『にこにこまつり』を開

催。子どもたちが手作りのお店屋さ

んさんを開き、地域の様々な人を

招いての楽しいおまつりです。今年

は、回転寿司屋さんをオープン。い

ろんなネタが乗ったお寿司、うどん

やデザートがどんどん流れてきて、

大人気でした。他にも魚釣り、パ

ターゴルフ、すごろく、ボーリング、

輪投げを準備して、沢山のお客さ

んに楽しんでもらうことができまし

た。「いらっしゃいませ！」と大きな

声であいさつをしたり、お客さんに

楽しんでもらおうと張り切って仕事

をしたりする子どもたちでした。12

月９日には高齢者学級の方にも楽

しんでもらう予定です。 

 11月13日に、幼年消防クラブとし

て、地域に防火啓発のパレードに

でかけました。子どもたちは元気

いっぱい、まといや“火の用心”の

のぼりを持って歩き、途中３カ所で

は『誓いの言葉』を唱和しました。

地域の皆様に沿道でご声援を送っ

ていただいて、子どもたちも張り

切ってパレードすることができまし

た。ありがとうございました。みなさ

ん、火に気をつけてくださいね。 

５日(土) 第54回生活発表会 ※７日（月）が振替休日になります。 

９日(水) 高齢者学級との交流 

10日(木) 衣笠中学校との交流 

11日(金) お餅つき(年少児の祖父母の方もお手伝いしていただきます) 

15日(火) 不審者対策訓練 

17日(木) おはなしの会読み聞かせ 

18日(金) クリスマス会 未就支援事業日 

22日(火) 二学期終業式 

－12月の主な行事予定－  

 11月７日（土）、熊野古道ハイキ

ングを実施しました。 

 今年のコースは大雲取越。那智

の滝から新宮市熊野川町小口自

然の家まで約15kmの道のりです。 

 熊野古道の中でも難所と知られ

るこのコース。スタート直後から石

畳の急な登り坂が続きましたが、

その石畳の奥ゆかしさやあたりを

見渡すことができる舟見峠からの

景色などを楽しみながら、着々と足

を進めていきました。 

 中間付近の地蔵茶屋で昼休憩を

し、後半の道のりへ。後半は序盤

に関門となる峠が２つあり、そこを

越えると残りはひたすら下りになり

ます。下りは楽かと思われがちで

すが、意外ときつく、息切れはせ

ずとも足が悲鳴を上げ始めます。 

なんとかゴールまでたどり着き、皆

で記念撮影をして三栖へと帰りま

した。 

 今回、歩いているとすれ違うの

は外国の方ばかり。世界遺産登録

による観光ブームは約３年と言わ

れたりしますが、様々な仕掛けや

きっかけがあり、熊野古道は海外

での知名度が上がり続けているそ

うです。 

 ご参加いただいた皆さんにも、こ

のような機会をきっかけに熊野古

道への関心を深めていただけれ

ばと思います。ご参加いただいた

皆さんありがとうございました。 

 ☆未就園児支援事業☆  

対象：３歳以上（事前登録制） 

・18日(金)のクリスマス会に参

加される方は、参加費（300円)

が必要となりますので、当日、

お支払いください。 

※10日（木）までに、必ず幼稚

園まで申込みをお願いします｡ 

★三栖幼稚園 

  TEL：34-0104（FAX兼） 


