
 

平成29年 ４月号 

④ 

古紙回収について  
 

 

 日時：４月21日(金) 

     ：10時20分～11時 

 場所：三栖コミセン 

日  時 ： ４月13日・27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 

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。 

６日（木） 「春の全国交通安全運動」 

 時間：午前７時30分～ 

 場所：田辺市役所正面玄関前 

    （雨天の場合は紀南文化会館２階入口プラザ） 

 内容：決起集会と街頭啓発 

     会長：田辺市長、副会長：田辺警察署長 

     特別ゲスト：ウインズ平阪氏 

 ※交通安全母の会の会員さんも午前７時30分までに会場へ集 

   合願います。帽子とタスキは会場でお渡しします。 

12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 

25日（火） 「田辺市女性会支部総会」 

 時間：午後１時30分～ 場所：市民総合センター２階会議室４   

○４月中に田辺地区交通安全母の会総会を開催します。日程は後日、田 

  辺警察署よりお知らせがありますのでご出席をお願いします。 

離任のご挨拶 

 

 

 日時：４月17日（月） 

     19時30分～ 

 場所：三栖コミセン 

 

 

 日時：４月12日（水） 

     19時30分～ 

 場所：三栖コミセン 

三栖にお住まいの女性の皆様へ－４月の行事予定－ 

※教室・サークルははどなた 

 でも参加できますので、興 

 味のある方はお気軽に公 

 民館までご連絡ください。 

 公民館長の任を６年務めさせていただきました。任期中は地域の皆様方

に大変お世話になりました。今後も地域の一員として、各種活動に参加で

きればと考えております。ありがとうございました。 

三栗 一二 

 

 ３年間、公民館主事としてお世話になりました。まさか地元の三

栖で働くことになるとは思ってもいませんでしたが、多くの人にお世

話になり、多くのことを学ぶことができ、改めて三栖のよさを感じま

した。 

 次の職場は県庁なので、なかなか顔を出せないかもしれません

が、こちらへ帰ってくるときには各種行事に参加したいと思いま

す。３年間ありがとうございました。 

佐向 大輝 
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三栖公民館だより 
                  

                 館長 大倉 日幸次  主事 尾﨑 秀明 

■三栖公民館区統計情報 

（平成29年２月末） 

人   口：4,318(前月比：＋５) 

世帯数：1,667(前月比：＋１) 

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 

 この度、公民館長に新しく就任した大倉日幸次です。三栖・城山台町内

の皆様よろしくお願い申し上げます。また三栖小学校在籍中は大変お世

話になりました。 

 さて今、国も県もそして田辺市においても大きな課題の一つが少子高齢

化です。田辺市の人口の推移を見てみますと昭和60年には88263名だっ

たのが、平成27年度では74770名となっています。 

 田辺市内小学校の児童数で見てもほとんどの小学校が毎年減少してい

るという現状です。しかし、三栖小学校では５年前の入学児童は47名で全

校児童数は273名でしたが、平成29年度の入学児童は51名で全校児童数

328名と聞いています。三栖小学校は唯一といってもいいぐらい増加して

います。ありがたいことだと思います。 

 公民館は文化展や生花等の各種教室、また熊野古道散策等の文化的

行事、盆ソフトやソフトバレーボール大会等の体育的行事を年間通じ行っ

ています。隣近所の縁が薄くなってきたと言われる昨今、地域の皆さんの

コミュニケーションの場として公民館の役割は増してきたと思います。 

 子どもが健やかに育ち、地域住民が生きがいを持って生活できる三栖

公民館を目指して活動したいと考えています。皆様のご協力、ご支援を節

にお願い申し上げます。 

三栖公民館長 大倉 日幸次 

 

 

 この度の人事異動により三栖公民館主事として着任いたしました尾﨑秀

明と申します。 

 昨年度まで紀南環境広域施設組合というところに出向し、紀南地域の廃

棄物最終処分場建設に向けた事業に携わっておりました。業務内容が全

く異なることに戸惑いと不安も感じておりますが、地域の皆さまと一緒に

なって少しでも公民館活動、地域活動の充実を図っていければと思ってお

ります。 

 至らぬ点も多々あろうかと思いますが、皆さまのご指導ご鞭撻を賜りな

がらがんばってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

三栖公民館主事 尾﨑 秀明 

着任のご挨拶 



② 

三栖公民館だより 

                  

文化展を開催しました！ 
 ２月25日（土）、26日（日）の２日

間、三栖公民館文化展を開催しま

した。 

 25日（土）は、午前10時から三栖

幼稚園年長児による劇、続いて大

正琴サークルの演奏会を行いま

した。幼稚園の子どもたちは「桃太

郎」の劇を元気いっぱいに演じて

くれ、会場も盛り上がりを見せまし

た。続く大正琴サークルの演奏で

も、幼稚園児が登場。大正琴の伴

奏で幼稚園の園歌を歌ってくれま

した。その後、大正琴サークルの

演奏が続き、計４曲の素敵な音色

を聞かせてくれました。 

 26日（日）９時30分からは、小学

生による発表。地域学習で学んだ

三栖の歴史のことを発表してくれ

ました。続いて、実際に歴史ある場

所に行ってみようということで、三

栖コミュニティセンターから飛び出

し、衣笠山登山を実施しました。幼

稚園児と保護者の方など約15名

ご参加いただき、衣笠城のお話を

聞き、山頂からの景色を眺めたり、

お弁当を食べたりして楽しみまし

た。 

 午後からは、大集会室内に体

験コーナーを設け、三栖小学校

のクラブ活動でもお世話になって

いる酒井さん（絵手紙クラブ講

師）による絵手紙教室の体験。北

原さん（手芸クラブ講師）によるク

ラフト雑貨づくりを行いました。 

 楽しみにしてくれていた方もい

たようで、どちらも用意していた席

では足りない参加者でにぎわい

ました。このような場が普段の活

動にご参加いただくきっかけにな

ればと思います。 

 また、この日はＪＡ女性会三栖

支部の方々による手作りわらび

もちの振る舞い、三栖小茶道クラ

ブと三栖婦人会によるお茶席な

どもあり、会場でのんびりくつろぎ

ながらおしゃべりしていただくこと

ができました。なかには、朝から来

て夕方まで遊んで帰る子どもも

いました。あまりコミセンを利用す

る機会がない方にも公民館で

様々な活動をしていることを知っ

ていただく機会になったかと思い

ます。 

 文化展の開催にあたり多くの方

にご協力をいただきました。ご協

力いただいた皆さん、ご来場いた

だいた皆さんありがとうございま

した。 

クラフト雑貨づくり体験 絵手紙教室体験 クラフトテープでつくったひな人形 

小学生による三栖の歴史講座 

衣笠山山頂からの景色を楽しむ 

大正琴と幼稚園のコラボ 幼稚園児の劇 

展示作品 
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三栖小学校の取り組み 

６日(木) 若葉会総会 

10日(月) 第一学期始業式 

11日(火) 平成29年度 第56回三栖幼稚園入園式  

18日(火) 親子遠足 

－４月の行事予定－ 

☆幼稚園って楽しいよ☆ 
コラボレーションが実現。少し緊張

した子どもたちでしたが、大正琴

の音色にのせて歌えたこと、本当

に嬉しそうでした。発表後、サーク

ルの方々に熱い握手をしてもらい

ながら、「どうもありがとう！楽し

かったです！」とニッコリ笑顔。当

日までに園歌の楽譜を書き直し、

練習を重ねて頂いて、本当にあり

がたく思っています。ありがとうご

ざいました。 

 ３月３日（金）は、新入園児一日

体験で、４月から新しく入園する友

だちと一緒にひな祭り会をしまし

た。年長児がお手伝いをしてひな

人形の壁掛け作りをしたり、歌を

歌ったり、おいしいおやつを食べ

たりして楽しいひとときを過ごしま

した。年少組さんは、４月から年長

組さん。優しいお兄さん、お姉さん

になってお世話をしてあげたいと

期待に胸が膨らんでいます。 

 ３月21日（火）は、第55回三栖幼

 ２月25日（土）に、三栖公民館文

化展があり、年長組の子どもたち

が『ももたろう』のオペレッタを発表

しました。地域の方に見ていただく

ことをとても楽しみにしていた子ど

もたち。張り切って大きな声でセリ

フを言ったり、歌を歌ったり、元気

いっぱいに演じることができまし

た。地域の方から「子どもら上手に

してたよ。」、「かわいらしかったわ

あ。」など、ご感想をもらって、子ども

たちもとても大喜びでした。 

 続いての大正琴サークルの演奏

発表では、三栖幼稚園の園歌の演

奏をしてくださいました。事前に幼

稚園で初めて大正琴を目にした子

どもたちは、「ギターみたいや！」

「き れ い な 音 す る な あ。」と 興 味

津々。サークルの方が園歌を練習

して下さっているということを聞い

て、「ええ！難しいのにすごい！楽

しみや！」と、とても心待ちにしてい

ました。当日、大正琴と園児の歌の

【三栖小学校卒業式】 

 ３月23日（木）、39名の子どもたちが三栖小学校を

巣立っていきました。 

 最高学年として、下級生の模範となり、頼りになった

６年生。在校生から卒業生に心を込めて感謝の言葉

や歌を贈りました。 

 卒業生の別れの言葉に、涙する下級生。学年を超

えた日頃の温かい交流を物語る一場面でした。 

 卒業生から受け継いだ伝統のバトンをもって、より

素晴らしい三栖小学校になるよう在校生はがんばり

ます。 

稚園修了証書授与式が行われま

した。一人ひとり、園長先生から修

了証書を受け取り、11名の子ども

たちが無事修了しました。4月から

は、いよいようれしい１年生。ピカピ

カのランドセルを背負って通学す

る子どもたちの姿が楽しみです。

園児たちが無事、この日を迎えら

れましたのも地域の皆様の温か

いご支援、ご協力のおかげです。

本当にありがとうございました。今

後とも子どもたちの成長を見守り、

支えていただけたらと思っていま

す。 

 ４月11日（火）は、第56回三栖幼

稚園入園式が行われます。新しい

お友だちを迎えての新年度のス

タートです。どうぞよろしくお願いし

ます。 


