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消費生活情報 

④ 

古紙回収について  
 

 

 日時：９月25日(金) 

     ：10時20分～11時 

 場所：三栖コミセン 

日  時 ： ９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） 「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。 

６日（日） 「防災訓練」 

 時間：9時～10時30分  場所：三栖小学校 

 ・みんなで訓練に参加しましょう。 

17日（木） 「戦没者慰霊祭」  

 時間：10時～ ※献花・献茶の方は9時30分までに集合 

 場所：尋声寺  

20日（日） 「三栖小学校運動会」 

 婦人会では毎年スプーンリレーと三栖の歌総踊りに参加し

ています。今年も大勢のご参加をお願いします。 

24日（木） 「絵手紙教室」 

 時間：19時30分～  場所：三栖コミセン 研修室 

 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 

■新企画のご紹介 

①活花教室（未生流） 

②太極拳教室（第１・第３・第５金曜日） 

・老若男女どなたでもお気軽にご参加ください。 

・参加ご希望の方は氏名・電話番号を記入して、三栖コミセンに設置

の婦人会用の箱に9月10日（木）までに投函してください。参加希望者

には改めて詳細をお知らせします。 

■不用品回収業者を利用したトラブルが発生しています！ 

 最近、トラックなどで市内を回って無料で家電等不用品を回収したり、

不用品の無料回収のチラシを配布している業者が見受けられます。 

 無料をうたっていても後から高額な料金を請求されるというトラブルが

発生しています。 

 安易に依頼するとトラブルになる可能性がありますので、十分に注意し

てください。 

◎問合せ先 自治振興課0739-26-9911・廃棄物処理課0739-24-6218 

三栖にお住まいの女性の皆様へ－９月の行事予定－ 
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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７月末） 

人   口：4,268(前月比：－３) 

世帯数：1,618(前月比：＋２) 

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 

梅ずきんちゃん 新商品開発にご協力を！ 
 梅ずきんちゃんとは、郷土のよさを伝えたい思いで『衣笠中学校地域盛

り上げ隊』が作り出した地元応援キャラクターです。 

 このたび、３年生の美術科の授業の中で、梅ずきん

ちゃんを使った商品を考え、企画開発案を立てました｡ 

 いまは夢の商品ですが、夢が現実のものになることを

願い、活用または協力していただける事業所・企業・生

産者等の方々を探しています。 

 企画開発案は三栖公民館に置いていますのでぜひご

覧ください。詳しくは、衣笠中学校（TEL:34-0014）または

三栖公民館までお問合せください。 

高齢者学級社会見学のお知らせ 
 老人会会員さんを対象に社会見学を実施します。参加者を募集してい

ますので、ぜひご参加ください。 
 

 日   時：10月８日(木) ８時30分～ 

 見学先：南紀白浜空港 ※見学後、白浜町内のホテルにて食事 

 会   費：おひとり 2,500円 

 申込み：10月1日（木）まで。班長さんを通じ、参加費を添えて各地区の 

      ：老人会長さんまでお申込ください。 

 その他：詳細は三栖公民館または各地区の老人会長さんまでお問合 

      ：せください。 

 ８月23日（日）に「三栖校区を美しくする運動」が

ありました。子どもたちが保護者の方々と午前７時

から約１時間、自分の地域を歩きながらごみを集

めました。 

 自分たちの住む三栖校区がいつまでも美しい街

であるために、地域の一員として216名の子どもた

ちと171名（うち41名学校）の保護者の皆さんが参加しました。この活動を

通して、郷土に目を向け、愛着をもてる子どもたちになるよう願っています｡           

三栖小学校の取り組み 



町民ソフトボール大会！ 広地区が優勝！！ 

② 

三栖公民館だより 

                  

 ８月１４日（金）、お盆の恒例行

事、町民ソフトボール大会を開催

しました。 

 前日の雨で少しグラウンドはぬ

かるんでいましたが、当日は晴天

に恵まれ、早朝から熱戦が繰り広

げられました。 

 今年の大会を制したのは、広地

区。初戦から強力打線を武器に

大量得点で勝ち進み、準決勝で

は前回大会優勝で、毎年優勝候

補に挙がる南地区を下し､決勝戦

でも、優勝候補の一角、栄地区を

相手に、延長戦の末、勝利を収

めました。 

 この大会は今年で第50回目。地

域の恒例行事として昔から盛ん

に行われ、この大会をきっかけに生

まれたつながりも数多くあるのでは

ないでしょうか。最近は､少し参加

チームが減りつつありますが、誰も

が参加しやすい、また参加したくな

るような運営方法を考えながら、今

後も続けていければと思います。 

 ご参加いただいた皆さん、大会の

準備、運営等にご協力いただいた

体育委員・地区委員の皆さんあり

がとうございました。また、好成績を

残されたチームの方々おめでとうご

ざいます。 

 11月にはソフトバレーボール大会

を開催する予定ですので、ぜひご

参加ください。 

  優勝       
《大会結果》 
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③ 

城山台子ども夏祭りが開催されました！ 

☆幼稚園って楽しいよ☆ 

 ８月22日（土）、城山台子ども夏

祭りが開催されました。 

 今年で第５回目の開催。ひまわり

寮さん、城山台町内会さん、子ども

会さん､安田歯科さん､すみれ苑さ

ん､そして、会場使用などでも多大

なご協力をいただいているEH製菓

さんなど、各種団体により様々な催

しが用意されました。 

 天候にも恵まれた当日。会場は

多くの来場者で賑わいました。開

会後には、“あけぼのズ”さんの演

奏会もあり、聞き覚えのある楽曲

に盛り上がりを見せました。 

 途中、天神崎に住む知人と話をし

ていると、「３年連続で来ている。こ

この夏祭りはお店も多く、盛大に

やっていて楽しい。」と言っていま

した。 

 今回、ひまわり寮さんの出し物で

あるたこ焼きのお手伝いをさせて

いただきました。普段接する機会

の少ない方々と作業をし、新たな

交流を楽しむことができました。町

内会の各班においても、協力し合

いながら同じ時間を共有すること

で、ご近所同士のつながりも強く

なったのではないでしょうか。 

 事務局としてご尽力されたひま

わり寮さんをはじめ、夏祭りの運

営に携わった皆さんお疲れ様でし

た。 

 ７月から始まったプール遊び。年

少児は『顔つけ』、年長児は『ふし

浮き』を目標に頑張りました。始め

は水を怖がる子もいましたが、おも

ちゃの貝殻拾いやフラフープくぐり

など、無理なく楽しめる遊びを取り

入れることで、少しずつ水に慣れ、

目標に向かって頑張ることができ

ました。7月31日（金）にはプール参

観日を設け、保護者の方に子ども

たちの頑張っている様子を見ても

らいました。子どもたちも沢山拍手

をしてもらって､とてもうれしそうで

した｡ 

 さあ、いよいよ２学期のスタート

です。10月11日（日）は、幼稚園の

運動会。かけっこ・ダンス・バルー

ン・組体操など、子どもたち一人ひ

とりが自分の力を存分に発揮して

頑張ってほしいと思っています。 

18日

(金) 

衣笠中学校との交流 

お月見団子作り 

20日

(日) 

三栖小学校運動会 

全園児が参加します｡ 

30日

(水) 

合同避難訓練(地震想定) 

衣笠中学校と一緒に訓練

をします。 

－９月の行事予定－ 

～平成28年度新入園児入園募集について～ 

９月１日(火)から三栖幼稚園にて入園願書を配布いたします。 

☆募集期間 ９月７日～９月30日 ※土・日・祝・24日（振休）を除く。 


