
 

平成２７年 ５月号 

三栖にお住まいの女性のみなさまへ－５月の行事予定－ 

④ 

古紙回収について 

 
 

 

日時：5月26日（火） 

    10時20分～11時 

場所：三栖コミセン 

日 時：5月14日・28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、土、日、祝日は物置が閉まっています。防犯

上、大変危険ですので、周辺に古紙を放置しないで下さい。 

１日(金) 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。 

４日(月) 紀南ピースフェスタ2015 ～つながるいのちのために～  

 時間：10時30分～16時 

 場所：紀南文化会館４階研修室 

・いろいろな展示コーナーやグッズ販売、手作りコー 

 ナーがあります。立礼茶席で「お茶で一服どうぞ」の 

 コーナーもありますので、ぜひお越しください。 

９日(土) 南方熊楠賞授賞式 

 時間：13時30分～ 場所：紀南文化会館４階小ホール 

・受賞される方をみんなで祝福しましょう。 

11日(月) 春の全国交通安全運動 

 時間：7時30分～ 場所：田辺市役所正面玄関前広場 

   （雨天の場合、紀南文化会館２階入口プラザ） 

・交通事故をなくす田辺市民運動の交通安全決起集会と 

 啓発活動を行いますので、交通安全母の会田辺地区の 

 委員さんも参加お願いします。 

16日(土) 消費者の日「みんなでつくろう、消費者が主役の社会」 

 時間：10時～12時 場所：ハナヨアリーナ 

・田辺市女性会は上記の時間でリサイクルバザーコー 

 ナーを設けて販売します。 

26日(火) 三栖小学校茶道クラブ 

 時間：14時50分～15時35分 

 場所：三栖コミュニティセンター２階 和室 

・お手伝いくださる方は、14時30分までに集合お願いし 

 ます。 

27日(水) 田辺市女性会連絡協議会総会 

 時間：13時30分～ 

 場所：中辺路コミュニティセンター 
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 イベントや教室は、

三栖にお住まいの女性

の方はどなたでも参加

できますのでお気軽に

ご参加ください。 
 

    三栖婦人会 
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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３月末） 

人 口:4,250(前月比:-12) 

世帯数:1,604(前月比:-3) 

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 

三栖小学校の取り組み 
 入学おめでとう。 

 ６８名のかわいく元気な児童が、三栖小 

学校に入学してきました。 

 入学式では、ちょっぴり緊張しながらも、

うれしそうなとてもいい顔をしていました。 

 「楽しく勉強」「元気に運動」「みんな 

なかよし」を目標に頑張っていきます。 

 新入生を迎え、三栖小学校全校児童は、 

３０８名となりました。 

公民館サークルの活動時間変更について 

ボランティア募集について ～衣笠中学校～ 

 下記の公民館サークルの活動時間が変更となりましたのでお知らせし

ます。サークルに参加したい方、興味のある方はぜひ三栖公民館までご

連絡ください。 

☆大人のバレエエクササイズ 

※夜間の部（19時30分～21時）については変更ありません。 

 変更前 変更後 

活動日時 
第2・第4木曜日 

10時～11時30分 

第2・第4木曜日 

13時～14時30分 

 衣笠中学校では、学校敷地内の整備活動（草刈り等）にご協力い

ただける方を募集しています。ご協力いただける方はぜひ下記まで

ご連絡ください。詳細につきましても下記までお問合せください。 
 

 ■連絡・お問合せ先 

  衣笠中学校 TEL:34-0014 

  三栖公民館 TEL:34-0022 



熊野古道の草刈りを行いました 

② 

三栖公民館だより 

                  

 ４月４日（土）、三栖公民館

文化委員会による熊野古道の草

刈りを行いました。 

 春と秋の年２回行っているこ

の取り組み。とあることがきっ

かけで前回から田辺観光協会が

共催となり、報道等によりボラ

ンティアも募集し始めました。 

 その成果もあってか、今回は

いままでにない多くの方々にお

集まりいただき、作業もはかど

りを見せました。特に大きな力

となっていただいたのはＪＡ紀

南青年部三栖支部の方々。７０

代が中心だったこの取り組みに

若手の力も加わり、これまで手

社会見学に行ってきました 

をつけることができていなかっ

たところまで整備を進めること

ができました。 

 ここでできた新たな繋がりを

大切にし、今後の公民館活動の

発展へと繋げていきたいと思い

ます。 

 ご協力いただきました皆さん

ありがとうございました。 

 ４月１５日（水）、社会見学

を実施しました。今回の行き先

は淡路島。参加者は公民館関係

者も含め総勢４６名でした。 

 最初の目的地は北淡震災記念

公園。到着後、まずは施設見学

をしました。こちらでは兵庫県

南部地震によりずれが生じた断

層“野島断層”が記念物として

そのままの状態で残されていま

す。そのほか、断層が横切る民

家をそのまま残した“メモリア

ルハウス”や震災当時の写真な

どが展示されており、震災の恐

ろしさを生々しく感じることが

できました。 

 施設見学後には、“震災の語

りべ”さんからお話を伺いまし

た。「震災はいつ来るかわから

ないが“必ず”来る！来たとき

にどうするかを“みんなで”考

えておくことが大切である！」

と、ちょっとした知識や関心で

災害への対応力は大きく変わる

ということを教えていただきま

した。皆さんもこの機会に防災

について考えてみてはいかがで

しょうか。 

 次に淡路花博淡路会場へと向

かいました。世界最大級といわ

れる温室“奇跡の星の植物館”

と“国営明石海峡公園”を散策

しました。天候にも恵まれ、珍

しい植物やきれいな花々を見て

楽しむことができました。 

 皆さまのご協力もあり、事故

等もなく無事に終えることがで

きました。ありがとうございま

した。 

平成２７年 ５月号 

③ 

☆幼稚園って楽しいよ☆ 
 ４月１０日(金)、第５４回入

園式・始業式が行われました。

２７年度は新入児が１２名、在

園児が１４名の計２６名でス

タートしました。 

 少し緊張した様子でしたが、

元気に登園してきてくれた新入

児と、「今日からお兄ちゃん、

お姉ちゃん！」と張り切ってい

る年長児。たくさんの来賓の

方、保護者の方に見守られ、温

かい雰囲気の中で入園式が行わ

れました。 

 １６日(木)は、年長児が、新

入児のために歓迎会をひらきま

した。「これから仲良くしよう

ね」の気持ちを込めて手作りの

ネックレスや『ぴょんぴょんカ

エル』のおもちゃのプレゼント

をあげたり、一緒に歌を歌った

りして、楽しく、仲良くなるこ

とができました。 

 今年度も元気いっぱいの子ど

もたちと楽しく過ごしていける

よう、職員も頑張っていきたい

と思いますので、どうぞよろし

くお願いします。 

1日(金) 子どもの日の集い 

12日(火) 芋苗植え 

13日(水) 親子花苗植え 

19日(火) 衣笠中学校職場体験（21日まで） 

三栖王子跡にお出かけ 

20日(水) 保育参観日 

21日(木) 未就園児事業（砂場遊び 10時～） 

田辺おはなしの会読み聞かせ 

－５月の行事予定－ 

******未就園児支援事業について**************** 
下記の日程で未就園児支援事業を行います。 

 

◎満３歳からの事前登録制となります。昨年度申込みをされていた

方も、新たにご連絡ください。お申込みは３日前までに幼稚園へ。

※一度登録していただきますと、その後の申込みはいりません。 

◎登録後、欠席される場合は幼稚園までご連絡ください。 

TEL:３４－０１０４ 

◎日程（時間：10時～11時 場所：三栖幼稚園） 
5月21日(木) 砂遊び 

6月18日(木) 絵本の読み聞かせ ※13時15分～ 

7月 9日(木) ゲーム遊び 

10月15日(木) ミニミニ運動会 

11月19日(木) 絵本の読み聞かせ ※13時15分～ 

12月18日(金) クリスマス会 

1月14日(木) ミニコンサート 

2月 5日(金) 煙体験 


