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④ 

古紙回収について 

 
 日時：１月20日(水) 

     ：10時20分～11時 

 場所：三栖コミセン 

日  時 ： 1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、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。 

明けましておめでとうございます。 

本年もともに前進できますようよろしくお願いいたします。 

17日（日） 「いまを生きる女性の皆さんへ 働く女性のあゆみ 

         ～富岡製紙場から女性活躍推進まで～」 

・明治から現代までの日本の女性の仕事、生活、地位の向上

等を歴史を知り、これからの未来について考える。講師：菅原

幸子さんが、当時の貴重な資料を収めたDVDを使ってお話さ

れます。大勢ご参加ください。 

 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 

19日（火） 「三栖小学校茶道クラブ」 

 時間：14時45分～15時35分 場所：三栖コミセン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｡ 

24日（日） 「世界は違いでできている～多様性を考える～」 

・体験やゲームを通じ、違いを見つめてそれを認めること、そ

して多様性を楽しむ心を育むためにできることは何かを考えま

す。 

 時間：14時～16時 場所：市民総合センター２階交流ホール 

 ファシリテーター：富岡美知子氏 

三栖谷親睦ソフトバレー大会開催のお知らせ 

三栖にお住まいの女性の皆様へ－1月の行事予定－ 
 明るい笑顔 

    街いっぱい運動 

日程：１月８日（金） 

・子どもたちの安全を地域

ぐるみで見守りましょう｡ 

 標記の件について、都合により、12月号でお知らせした日程から変更す

ることとなりました。下記のとおり改めてお知らせしますので、ぜひお誘い

合わせの上、ご参加ください。 
 

 日 時  平成２８年１月２４日（日） ８時３０分～ 

 場 所  衣笠中学校体育館 
 

◆参加資格 ※学生は除く 

 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 

◆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＞１月14日（木）までに左記までお申込みください。 

申込み・お問合せ先 

■三栖・長野公民館 

  ＴＥＬ：34-0022 

■万呂公民館 

  ＴＥＬ：25-1554 
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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11月末） 

人   口：4,303(前月比：＋９) 

世帯数：1,640(前月比：＋５) 

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 

まちづくり報告会のお知らせ 
 田辺市では、田辺市自治会連絡協議会との共催により、まちづくり報告

会を開催します。 

 平成27年５月に市町村合併10周年という大きな節目を迎え、市民の皆

様との共通理解を深めるとともに、今後のまちづくりに更なるご協力をい

ただくため、これまで市長が市民の皆様と共に進めてきたまちづくりの状

況を報告した上で、今後の10年先を見据えた新たなまちづくりの方向性等

について説明し、意見交換等を行います。お誘い合わせの上、ご参加くだ

さい。 

 

日  時：平成28年1月26日（火）19時～ 

     ※12月号では19時30分～と記載していましたが誤りでした。 

会  場：三栖コミュニティセンター 大集会室 

     ※駐車場が満車の場合はJA三栖支所駐車場をご利用ください。 

対  象：三栖・城山台・長野 

問合せ：田辺市 企画広報課 広聴広報係 （℡0739-26-9963） 

謹 賀 新 年 
 新年明けましておめでとうございます。 

 皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます｡

また、平素より公民館活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、人口減少が叫ばれる昨今ですが、当地域では宅地開発なども進み、

いまだ増加傾向にあります。住民のライフスタイルも多岐にわたり、ご近所づき

あいのかたちにも変化が見られます。そのような中、学び・集い・交流する場とし

て、公民館が果す役割も大きなものがあると感じます。 

 今後とも、地域活動の拠点としてその役割が果せますよう努力してまいりますの

で、皆様におかれましても益々の公民館活動へのご参加、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

  

三栖公民館長  三栗 一二 

文化委員長    衣畑 景右 

体育委員長    那須 大晃 



町民ソフトバレーボール大会！ 埴田Ａが優勝！！ 

三栖公民館だより 

 

 11月29日（日）、第13回町民ソフト

バレーボール大会を開催しました。 

 例年10月に開催していたこの大

会ですが、今年は各種行事との兼

ね合いにより、この日程での開催と

なりました。11月末の肌寒い時季

ではありましたが、25チームの参

加をいただき、熱戦が繰り広げら

れました。 

 大会は、優勝候補の埴田Ａチー

ムが順当の勝ちあがり、見事優勝

しました。大会の結果は以下のと

おりです。好成績を残されたチーム

の皆さん、おめでとうございます。 

 委員さんを含め、ご参加いただい

た皆さんのご協力により、無事に

大会を終了することができました。

皆さんありがとうございました。 

 練習期間を含め、男女、年齢問

わず、和気あいあいとした雰囲気

で進められ、大会終了後には、各

地区で打ち上げや懇親会もあり、

より親睦も深まったことかと思いま

す。今後とも、地域での親睦を深

めるとともに、その輪を広げていた

だければと思います。 
 

＜本戦＞ 

 優  勝 埴田Ａ 

 準優勝 広の岡Ｃ 

 第３位  道端 ・ 栄Ｃ 
 

＜敗者の部＞ 

 第１位 広Ｂ 

 第２位 下の岡Ｃ 
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三栖小学校の取り組み 
 12月11日（金）に、４年生がキン

ボールの体験をしました。和歌山

県キンボールスポーツ連盟会長の

田畑弘吉さんと地域のメンバーの

方々にお越しいただき、キンボー

ルのルールを説明してもらい、各

チームに分かれて試合をしました。

大きなボールをキャッチしたり、

打ったりしてチームが協力しながら

楽しみました。体験後、子どもたち

は、子供会や地域でもまたやって

みたいと話していました。 
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生涯学習フェスティバルが開催されました！ 

☆幼稚園って楽しいよ☆ 
 地域の皆様、いつも三栖幼稚園

の子どもたちを温かく見守っていた

だき、ありがとうございます。今年も

職員一同、力をあわせ、「心豊かに

たくましく生きる子ども」の育成を目

指し、努めていきたいと思っていま

す。今年もどうぞよろしくお願いい

たします。 

 12月は楽しい行事が目白押しで

した。５日（土）は、第54回生活発

表会が行われ、歌に楽器演奏、ダ

ンスや劇など、練習の成果を十分

に発揮することができました。お客

さんからは、ほほえましい子どもた

ちの発表に温かい拍手をもらい、

子どもたちにとって、楽しくて素敵

な経験となりました。 

 ９日（水）は、高齢者学級の方と

の交流をしました。一緒に手遊びを

したり、『にこにこまつり』を楽しん

でもらったりしました。おもてなしと

しておやつも食べて、楽しいひと時

を過ごすことができ、おじいちゃん､

おばあちゃん達も「仲良くなれてよ

かったよ。」「楽しかったわあ、また

来らよ。」と、笑顔いっぱいになっ

てくれました。 

 11日（金）は、年末年始の伝統行

事の一つ、お餅つきをしました。祖

父母の方にもお手伝いいただい

て、杵と臼で「ぺったん、ぺったん」

と楽しんでつきました。つきたての

お餅に、きな粉砂糖をつけて美味

しく食べて、大満足で大喜びの子

どもたち。何回も「おかわり。」と

言って食べる子が続出するほど、

本当に美味しかったです。 

５日(火) 田辺市消防出初式参加（年長児） 

８日(金) ３学期始業式 

14日(木) 山本祥子先生による音楽コンサート 

未就園児支援事業日（10時～） 

15日(金) 衣笠中学校との交流 凧揚げ 

20日(水) 親子キンボール体験（衣笠中学校体育館） 

21日(木) 田辺おはなしの会の読み聞かせ 

27日(水) 保育参観日 

－１月の主な行事予定－  

 11月28日（土）・29日（日）の２日

間、田辺市教育委員会主催の生

涯学習フェスティバルが開催されま

した。市民総合センターを中心に

様々なイベントが行われ、多くの来

場者で賑わいました。 

 28日（土）には、公民館サークル

の活動発表があり、三栖公民館大

正琴サークルの皆さんも出演しま

した。ちょっとしたトラブルもありま

したが、普段の練習の成果を発揮

し、計５曲の素敵な演奏を披露され

ました。演奏の合間には司会者と

のやりとりで会場を賑わせてくれま

した。ご出演いただいた皆さんあり

がとうございました。 

 また、市民総合センター１階では

衣笠中学校による梅ずきんちゃん

ルームが設けられ、きぬがさポン

チや梅ずきんちゃんのパン、クッ

キー、饅頭、缶バッジ、シールなど

を販売し、両日とも大盛況でした。

また、ボランティアスタッフとして、

中学校の生徒たちもがんばってく

れました。 

 ご協力いただいた皆さんありがと

うございました。 

“衣笠中学校地域盛り上げ隊”に

ついて、“広報たなべ”に掲載さ

れました。ぜひご覧ください。 

☆２月３日(水)午後から新入園児説明会・用品販売を行います。 


