
 

平成２７年 ６月号 

三栖にお住まいの女性のみなさまへ－６月の行事予定－ 

④ 

古紙回収について 

 
 

 

日時：６月24日(水) 

    10時20分～11時 

場所：三栖コミセン 

日 時：６月11日・25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。 

公民館施設の利用基準について 

１日(月) 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。 

12日(金) 男女共同参画連絡会  

 時間：10時～ 

 場所：市民総合センター４階交流ホール 

・三栖婦人会、交通安全母の会ともに参画していま 

 す。大勢のご出席お願いします。 

16日(火) 三栖小学校茶道クラブ 

 時間：14時50分～ 

 場所：三栖コミュニティセンター２階 和室 

・お手伝いいただける方は14時30分までに集合お願 

 いします。 

23日(火) 

～29日(月) 

男女共同参画週間 

・啓発活動を下記のとおり行います。ぜひご参加く 

 ださい。 

 日時：6月23日(火) 17時～ 

 場所：オーシティ及びパビリオンシティ 

 

 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 

可否 警報等の種類 

利用可能 
大雨警報・洪水警報 

・ただし、災害が発生した場合は被害状況により利用不可。 

利用不可 
暴風警報・大津波警報・津波警報・津波注意報 

・ただし、警報等発令時に既に利用中の場合は要協議。 

 梅の収穫シーズンとともに、梅雨入りの季節を迎えました。これ

から秋にかけ、台風が接近することも増え、気象警報の発令も多く

なることが予測されます。公民館では、警報等発令時の施設の利用

基準を定めています。施設ご利用の際はご留意ください。 
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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４月末） 

人 口:4,255(前月比:+5) 

世帯数:1,612(前月比:+8) 

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 

学社融合について ～学校と公民館のつながり～ 

学社融合の実践例（一部） 

・三栖小学校史跡めぐり 

（地域住民が講師となり、地域にある 

 史跡の案内・解説を行う。） 

・衣笠中学校梅農業体験学習 

・幼稚園児と高齢者学級との交流 

（教育課程） 

 田辺市教育委員会では、「学社融合の推進」を重点項目に位置づ

け、学校・家庭・地域の教育力の向上を図るとともに、三者一体と

なって青尐年の健全育成に取り組む体制をつくり、地域の特色ある

教育づくりに努めています。 

 「学社融合」とは、学校教育と社会教育の融合を意味し、それぞ

れの役割分担を前提とした上で、学習の場や活動など両者の要素を

部分的に重ね合わせながら、協働して両者共有の教育・学習活動を

行うものです。学社融合によって、学校教育側には「学校教育の充

実」や「学校のスリム化」等が、社会教育側には「地域活動の活発

化」や「コミュニティづくりの活性化」等、双方にメリットがもた

らされるという特色があります。  

 三栖公民館では、三栖小学校・衣笠中

学校・三栖幼稚園とともに、担当職員が

定期的に集まるなどして連携を深めなが

ら、学社融合の取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

★そもそも学校教育、社会教育って？ 

学校教育･･･学校教育法に規定する学校(幼稚園・小学校・中学校・ 

      高等学校・大学など)で行われるものを指す。 

社会教育･･･学校教育法に基づき学校の教育課程として行われる教育 

      活動を除き、主として青尐年及び成人に対して行われる 

      組織的な教育活動(体育･レクリエーション活動を含む) 

社会教育 学校教育 

学社融合の領域 

学校教育 社会教育 

生涯学習 

公民館は社会教育法 

に基づき設置されて 

いる、社会教育施設 

です。 

史跡めぐり 



梅農業体験学習が始まりました 

② 

三栖公民館だより 

                  

 ５月21日(木)、衣笠中学校１

年生の梅農業体験学習が始まり

ました。 

 第１回目はうめ講座。ＪＡ紀

南三栖支所の営農指導員さんか

ら、梅の歴史や統計、栽培に関

することなどを教えていただき

ました。 

 また、講座の後には、南高・

古城・パープルクイーン・白王

など、いくつかの梅の実を実際

に見せていただき、品種による

色づきや大きさの違いを見比べ

ました。 

三栖公民館運営委員会を開催しました。 

 和歌山県の梅栽培面積は全国

の約３割を占め、収穫量は全国

の約６割を占めています。面積

に比べ収穫量が多いことは、そ

れだけ和歌山県が梅栽培に適し

ている土地だからであるとのこ

と。ちなみに、三栖地域の栽培

面積は東京ドーム約93個分ある

そうです。 

 次回の体験学習は６月５日。

地元農家さんのもとでの収穫・

選果体験と総合選果場の見学を

行う予定です。 

 ５月25日(月)、平成27年度三

栖公民館運営委員会を開催しま

した。 

 公民館では、地元町内会や老

人会、婦人会、育友会など、各

種団体と連携・協力しながら地

域活動を進めていくため、それ

らの団体の代表者により構成さ

れる運営委員会を組織していま

す。運営委員会では、年度当初

に事業計画などの協議を行うほ

か、必要に応じ、連絡を取り合

い、事業運営を進めています。 

 今回の運営委員会では、昨年

度の活動報告及び収支報告、並

びに平成27年度の事業計画及び

予算案について協議しました。 

 議事については原案通りご承

認いただきましたが、日程が未

確定の事業や新規で取組む事業

については、今後、関係団体と

協議を重ねながら詳細を決定し

てまいります。 

 

８月 町民ソフトボール大会(14日) 

９月 運動会への参加 

10月 熊野古道整備活動・敬老祝賀行事・高齢者学級社会見学 

11月 熊野古道ハイキング(７日) 

史跡めぐり(三栖小5,6年生) 

12月 高齢者学級と幼稚園児との交流 

衣笠山整備活動への参加 

１月 三栖谷親睦ソフトバレーボール大会 

２月 高齢者学級と幼稚園児との交流 

高齢者学級と小学生との交流(昔体験) 

未定 町民ソフトボール大会 

公民館文化展 

－主な行事予定－ 

 各行事の詳細につい

ては、その都度、公民

館だより等でお知らせ

いたします。お気軽に

ご参加ください。 

 また、掲載している

行事以外にも随時企画

してまいりたいと考え

ています。地域の皆様

も「こんな活動をして

みたい。」「こんな話

を聞いてみたい。」と

いうものがございまし

たら、お気軽に公民館

までお声かけくださ

い。 

  

平成２７年 ６月号 

③ 

三栖小学校の取り組み 

 入園式から２ヶ月がたち、新

入園児の子どもたちも幼稚園の

生活にずいぶんと慣れてきまし

た。 

 ５月15日(金)に、今年度初め

て衣笠中学校さんとの交流があ

り、１年生の理科の授業で、一

緒に“春の植物観察”をしまし

た。中学生とペアで、中学校の

中庭にある８種類の草花を見つ

け、地図にシールを貼って楽し

みました。「見つけた！」「こ

こにもあったよ！」と子どもた

ちも好奇心いっぱいでした。優

しくエスコートしてくれた中学

生。いろんなお話をしたり、草

花摘みもしたりして、とっても

和やかな雰囲気で交流すること

ができました。 

、 

 これからいろいろな活動で交

流し、お兄ちゃんお姉ちゃんた

ちといっぱい仲良くなりたいと

思っています。 

 ５月20日(水)に、園外保育で

熊野古道の“三栖王子社跡”に

行ってきました。職場体験の中

学生も一緒に出かけ、三栖公民

館の佐向主事さんと三栖小学校

の鳥山先生から、三栖王子につ

いて分かりやすくお話を聞かせ

てもらいました。そして、園歌

に出てくる“三栖川”や“衣笠

山”を望んでおやつを食べたり

歌を歌ったりして楽しく過ごし

ました。尐し熊野古道について

興味がわいた子どもたちです。  

４日(木) おたまじゃくしとり 

11日(木) 給食参観（年尐児） 

12日(金) 給食参観（年長児） 

15日(月) 梅とり体験 

16日(火) 梅ジュース作り 

18日(木) 未就園児支援事業日 

田辺おはなしの会による読み聞かせ 13時15分～ 

19日(金) ALT来園 

－６月の行事予定－ 

★未就園児支援事業日について 

・満３歳のお友達～（３歳にな

る月から参加いただけます。） 

・登録制となっていますので、

事前に幼稚園の方に連絡いただ

きますようお願いします  

☆幼稚園って楽しいよ☆ 

 キッズサポートスクール「正

しく判断し、行動できる子」の

育成をめざして、２年生、５年

生で実施しました。 

 和歌山県警本部生活安全部尐

年課の方が講師となって、２年

生では、「いやな思いをさせな

い。」５年生は、「いじめ」に

ついてパネルを用いてお話をし

ていただき、自分がすべき行動

について考えることができまし

た。 

 


