
 

平成２７年 ７月号 

三栖にお住まいの女性のみなさまへ－７月の行事予定－ 

④ 

古紙回収について 

 
 

 

日時：７月28日(火) 

    10時20分～11時 

場所：三栖コミセン 
日 時：７月９日・23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(水) 「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。 

「交通安全母の会総会＆研修会」 

 時間：13時30分～14時20分(総会) 

    14時30分～15時30分(研修会) 

 ・田辺地区の会員さんが受賞されますのでご一緒に祝 

  福しましょう。 

 ・研修会内容｢自転車交通事故の責任とマナーアップ｣ 

10日(金) 「交通安全街頭啓発」 

 時間：17時30分～（１時間程度） 

 場所：パビリオンシティＡ館横 

 ・11日から10日間行われる「わかやま夏の交通安全運 

  動」実施に伴う街頭啓発です。お忙しいところ恐縮 

  ですが啓発活動にご参加をお願いいたします。 

17日(金) 「田辺市暴力追放総会」 

 時間：14時30分～ 

 場所：田辺市役所別館３階 

 ・振り込め詐欺や年金番号漏洩に伴う被害を未然に防 

  ぐ話などもあります。 

 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 

 
   日 時  ８月２２日（土） １７時～ 

   場 所  城山台ＥＨ製菓駐車場 
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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５月末） 

人 口:4,256(前月比:＋1) 

世帯数:1,612(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 

町民ソフトボール大会のお知らせ 

 日 程：８月１４日（金）  

 場 所：衣笠中学校グラウンド 
 

 今年でなんと第50回目。お盆の恒例行事、町民ソ

フトボール大会を上記の日程で開催します。  

 お盆の帰省者も含め、スポーツを通じて楽しく交

流しませんか。皆様のご参加をお待ちしております。 

 なお、大会の詳細については７月中に体育委員・地区委員会を開

催し決定します。参加申込みについては各地区の地区委員さんまで

ご連絡ください。 

※地区委員さんがわからない場合は公民館までお問合せください。 

 衣笠中学校、三栖小学校、三栖幼稚園の生徒たちが共同制作した

アートクレイ作品が、公募により選ばれた地元洋菓子店のご協力の

もと、再びスイーツ製品化されました。 

 公民館や各学校で行った人気投票(総投票

数716票)により見事選ばれた「梅ずきんちゃん

ポンチ」と「チョ古道」をもとに「きぬがさポンチ

(第２弾)」と「熊野コドロール」が誕生し『菓子工

房あんどおる』さんにて好評発売中です。 

新ご当地スイーツ誕生！ 投票ご協力ありがとうございました！ 

 青梅をいただいたので、梅ジュースを作ってみま

した。水洗いをし、ヘタを取り、一晩凍らせ、氷砂

糖とともにビンの中へ。１週間ででき上がり。 

 公民館へお立ち寄りの際は梅ジュースで一服いか

がですか。 

梅ジュースいかがですか？ 

熊野コドロール 



新潟県聖籠町からの視察 

② 

三栖公民館だより 

                  

 ６月１日(月)、新潟県聖籠町

の議員の方々が衣笠中学校へと

視察にやってきました。 

 視察の目的は、「田辺市の学

社融合」と「きぬがさポンチ」

の取組について学ぶため。 

 市教育委員会生涯学習課から

田辺市の学社融合の概要、衣笠

中学校から衣笠中学校での学社

融合ときぬがさポンチの取組に

ついて説明し、一緒に活動をし

てきた三栖幼稚園と公民館から

も説明をしました。 

 聖籠町の方々は、学社融合の

進め方やそれにより得られるも

の、子どもたちの学習をどのよ

うにしてご当地スイーツの商品

化へと発展させたのか、という

梅農業体験 

ような点に着目し、そのような

話を中心に意見交換の時間は進

められました。 

 意見交換終了後は、新作のき

ぬがさポンチと熊野古道スイー

ツの試食をしました。協力店の

『菓子工房あんどおる』さんに

もお越しいただき、どのような

原材料を使っているか、子ども

たちの意見をどのように取り入

れているかなど説明をいただき

ながら全員で舌鼓を打ちました｡  

 視察に来ていただく機会は滅

多にあるものではありませんが､

このような機会に自分たちの活

動を見直し、よりよい活動へと

繋げていきたいと思います。 

 ６月５日(金)、衣笠中学校１

年生の梅農業体験学習(２回目)

が行われました。 

 この日は12の班に分かれ、そ

れぞれ地元農家さんのもとへ。

実際に梅の収穫と選果を行う本

格的な体験学習です。 

 ２ヶ所見学してきましたが、

どちらの班も農家さんの指導の

もと、元気よく楽しそうに作業

をしていました。 

 ６月16日(火)、３回目のこの

日は梅の加工講習。梅振興室と

栄養サポート紀南の栄養士さん

の指導のもと、梅ジュース作り

と梅の塩漬けを体験しました。 

 次回は８月。今回塩漬けした

梅を使って土用干しについて学

びます。９月には再び農家さん

のもとへ伺い、実際に商品とな

る梅の土用干し作業を行います｡ 

 地域の皆様のご協力により実

施できている体験活動などを通

じ、子どもたちが地域産業を知

り、地域への誇りが育まれる貴

重な機会となっています。 

 お忙しい中ご協力いただいて

いる地域の皆様ありがとうござ

います。 

  

平成２７年 ７月号 

③ 

三栖小学校の取り組み 

 ６月５日(木)に、田畑弘吉様

の田んぼへおたまじゃくしとり

に行きました。 

 そうっとそうっとすくって、

沢山のおたまじゃくしをとるこ

とができました。夢中になりす

ぎて田んぼにはまってしまう子

もいましたが、みんなとても楽

しみました。園で飼育したり、

子どもたちもお家へ持ち帰った

りして、カエルになる様子を身

近で観察することができました｡ 

 15日(月)に、公民館の佐向さ

んの取り計らいで、市の梅振興

室を通し、幼稚園向かいの高畑

さんの畑で梅採りをさせていた

だきました。 

 子どもたちは「わー、いいに

おい！」、「おいしそうや！」

と喜んで梅を採ってきました。

そして、その梅で梅ジュース作

りをして、おいしいジュースが

出来上がるのを楽しみにしてい

るところです。 

 地域の方々の温かいご協力の

おかげで、楽しい貴重な経験が

できています。いつも本当にあ

りがとうございます。 

３日(金) 七夕参観 

お家の方と一緒に七夕の笹飾りを作ります。 

（公民館と郵便局に、作った笹飾りを届ける予定

にしています。お時間ある方は、子どもたちのか

わいいお願い事を見てあげて下さい。） 

９日(木) 未就園支援事業日 ゲーム遊び  

10時～（☆5分前までに集合してください。） 

暑い時ですので、水筒などをお持ちください。 

10日(金) 衣笠中学校１年生との交流  

美術科 「デッサンのモデルになろう」 

16日(木) 田辺おはなしの会の方による読み聞かせ 

17日(金) 一学期終業式 

18日(土) 星見会  夜の幼稚園で楽しい会を開きます。 

－７月の行事予定－ 

★未就園児支援事業について 

※対象：満３歳以上のお子様 

※まだ登録されていない方は３

日前までに登録をお願いします｡

（一度登録されている方は必要

ありません） 

ＴＥＬ：３４－０１０４ 

☆幼稚園って楽しいよ☆ 

 ６月15日からプール水泳が始

まりました。 

 プール開きの日は、梅雨の合

間の五月晴れに恵まれ子どもた

ちは初泳ぎを楽しみました。 

 まだまだ天候不順で水が冷た

い日もありますが、子どもたち

は学年の目標を目指して元気に

泳ぎの練習をしています。 

 また、夏休み中の７月24日に

は、校内水泳記録会を予定して

います。 


