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 10月の古紙拠点回収日は、 
    14日（水）と28日（水）です。 
 ○「紙紐」でくくってください。 
 ○「回収日の朝」に出してください。 
 「ビン・缶類」につきましては、深夜・早朝の
持ち込みは近隣の方へのご迷惑となりますので、
ご遠慮いただきますよう併せて皆さまのご理解と
ご協力をお願いいたします。 

田辺市教育委員会 生涯学習課 公民館係 

※貸出カードをご持参ください。 

場  所 日    時 

新庄公民館前 
10月１日（木）16：00～16：30 

11月４日（水）16：00～16：30 

 新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大を防

ぐため、例年行っております下記の新庄公民館事業

について、今年度は中止とさせていただきます。 

 楽しみにしていただいておりました皆さまには

大変申し訳ござませんが、ご理解いただけますよう

お願いいたします。 

 

◇秋の文化祭（展示の部・発表の部） 

◇ファミリーバドミントン大会 

◇ソフトバレーボール大会 

◇ゲートボール大会 

 火災の発生しやすい時季を迎えるに当たり、高齢

者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、

財産の損失を防ぐことを目的として令和２年11月

9日（月）から11月15日（日）までの一週間、全国

一斉に「秋季全国火災予防運動」が実施されます。 

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

－３つの習慣・４つの対策－ 

■３つの習慣 

◇寝たばこは、絶対やめる。 

◇ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使

用する。 

◇ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を

消す。 

■４つの対策 

◇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置

する。 

◇寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため

に、防炎品を使用する。 

◇火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等

を設置する。 

◇お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近

所の協力体制をつくる。 

■問合せ：田辺市消防本部 予防課 

     TEL：26-9954 

   
特集 

多くの文化財や自然など、様々な魅力がある新庄地域。今月は、公民館主事の岡本が、新庄公民館の担当となっ

てから地域の皆さまに教えていただいた地域にまつわるお話の中から面白いなと思ったものをご紹介します。 

ある場所や地域で不思議なことが起こると、その事柄をま

とめて「七不思議」と呼ばれることがあります。この新庄

でも、昔から言い伝えられてきたものがありました……。 

出典：名喜里長生会『新庄の話 no.1』 

横道のつちのこ 
闇夜の真夜中、茂みの中の細道を歩いて

いると、大黒様が持っているのにそっく

りな槌が落ちているのが夜目にもくっき

りと見える。思わず拾おうとすると、ころ

ころと転げてゆくので、「ゾッ」として声を立てる

こともできずに逃げ帰ったと……。 

小屋伏子女郎 
名喜里中山から跡の浦に通じる山道があ

り、頂上二棟の岩山を小屋伏と称した。夜

中、ここを通ると数メートル前を若い娘

が歩いており、「どんな顔かなぁ」と追い

付いて振り返ってみれば、娘の顔は、目も鼻もない

のっぺらぼう。薄気味悪いことこの上なし。ゆえに

夜中に小屋伏に行くなと言い伝えられていた。 

天狗岩の天つるべ 
東光寺の裏山、白浜行道路に面した梅林

の中に大きな黒い岩を天狗岩と呼んでい

た。緑濃い林の中に真黒く出ているこの

岩は、薄気味悪く何か秘密があるように

も感じられた。真夜中にこの下を通ると、「ギー」

という誰かが水をくむ「はねつるべ」の音が聞こえ

る。これは天狗さんが何かしているのかも、と恐れ

られた。 

堂の坂のドン太鼓 
東光寺山門下の跡ノ浦集落に通じる坂道

を「堂の坂」と言った。その付近は雑木林

でよく茂り薄気味悪いくらいで、夜は何

かしら太鼓の音が聞こえたそうで、誰言

うとなく「堂の坂のドン太鼓」と言われた。 

いやん谷の白馬 
東光寺の前の谷を「いやん谷」と言う。今

はもう昔の姿は無くなったが、以前この

谷はとても長く、その中腹にきれいな水

が湧いていた。真夜中にこの谷に来ると、

白い馬が山から山へ飛びぬけるのが見えて、肝を冷

やしたという。また、見える人にはその白馬に鎧を

付けた武士が乗っていたと言う。 

ほこらん谷のほおかむり 
跡ノ浦の「ほこらん谷」には、身長２m 

50cmくらいの大きな男が、ほおかむり

をしてぬぅっと出てきて肝を冷やしたと

言う。 

はりまん谷のはり太鼓 
「はりまん谷」は、大森山より熊野古道の

峠に向かって右の方に流れている谷を言

う。真夜中になると太鼓の打つ音が聞こ

えると言う。 
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七不思議の起こった場所 

 

 

 

 
 

 

 



新庄幼稚園です！ 
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防災についてお散歩に行ってきました！ 

 ９月１日の防災の日に紙芝居を使って地震や津

波が来た時にどうしたらいいのかを再確認しまし

た。年少児は、防災頭巾についても知ることがで

き、年長児に教えてもらいながら、実際に被って

みました。「これ、痛くなさそう！」と自分たち

で頭巾をかぶった頭を触り合いながら「これだっ

たら、大丈夫！」という声もありました。 

 ９月２日には、津波の石碑を見に園外保育に出

かけました。「ここまで

水きたん？」などびっく

りしている子どももい

て、防災の日にちなんだ

とても良い経験になりま

した！ 

 

敬老の日に向けて！ 

 ９月に入り敬老の日に向けて、おじいちゃんや

おばあちゃんに日頃の感謝の気持ちを伝えるた

め、お手紙を作成していました。「いつも、遊ん

でくれてありがとう」や「おいしい ご飯をあり

がとう」と子どもたちが自らペンを使って書き、

感謝の気持ちを込めました。18日には、ポストに

投函するため、みんなで近くのポストに出掛けま

した。途中、グラウンドゴルフの方々にご挨拶を

することもできました。

ポストには、一人一人が

投函し、「届きますよう

に」「郵便屋さん、お願

いします」とお願いをし

て投函しました！ 

 

《運動会について》 

 今年度は、コロナウィルス感染症対策のため、

家族の方のみの観覧になっています。 

 子どもたちは、運動会に向け、それぞれの競技

を元気に練習しています！ 

 

10月の予定 

  4日（日）運動会 

  9日（金）マメ子お話の会（絵本読み聞かせ） 

13日（火）体操教室 

15日（木）英語で遊ぼう 

20日（火）秋の遠足（アドベンチャーワールド） 

22日（木）英語で遊ぼう 

 厳しい暑さもようやく収まり、少しずつ秋らし

くなってきました。子どもたちは気持ちのいい風

を体に感じながら運動会の練習を頑張っていま

す。小さいクラスの子どもたちも初めての運動会

に向けて、園庭の芝生の上でハイハイ板を登った

り滑ったりと楽しそうです。年長のぽぷら組の子

どもたちにとっては最後の運動会です。年中組の

時より難しい課題に向かって、友達とよりいっそ

う切磋琢磨しながら頑張っています。 

 今年の運動会は、密になることを避けるため

に、ぽぷら組の保護者のみの応援となります。年

中組以下の保護者の皆さんには当日の応援をご遠

慮いただき、運動会の様子を録画したものをDVD

にして後日配り、それぞれのお家で子どもたちの

頑張りを見ていただきます。 

 お家で応援してくださっているお父さん、お母

さん、おじいちゃん、おばあちゃんの温かい心に

も応えられるように、みんなで力を合わせてコロ

ナに負けない楽しい運動会にしたいと思います。 

 朝晩は、少し肌寒さを感じる季節になりまし

た。運動会も終わり、学習内容も少しずつ難しく

なってきています。今年は一学期が短かった分、

いろいろな面で子どもたちも大変かと思います

が、集中して宿題に取り組む習慣をつけていきた

いと思います。そして宿題が終わったら、思い切

り遊んで、みんなで心も体も元気に過ごせるよう

にしていきたいと思います。 

○２学期スタート 

 ８月８日～16日までの９日間の夏休みが終わ

り、８月17日より２学期がスタートしました。

暑さが続く毎日ですが、生徒たちは、毎日の学

習、部活動、体育大会への取組と頑張っていま

す。１年生の「２学期の抱負」を紹介します。 

 

 ぼくは、２学期は３つのことを頑張りたいで

す。一つ目は、「切りかえ」です。理由は、校

長先生から言われている１年生の目標が「切り

かえ」ということだし、自分でも授業中など

「切りかえ」ができていないと思うからです。

二つ目は、「取り組み」です。２学期は行事が

多いので、忙しくなると思います。文化祭へ向

けての調べものもまだできていないことがたく

さんあるので、いろいろなことに取り組んでい

きたいです。三つ目は、何ごとにも一生懸命に

がんばることです。これは、１年生の学級目標

で僕にとって一番大切なことなので、特にがん

ばりたいです。具体的には、テスト勉強です。

１学期の期末テストでは、テスト勉強の時間が

少なかったので、苦手教科で悪い点数をとって

しまいました。勉強時間を増やして、テストで

良い点をとれるようにがんばりたいです。 

                 ർ村 嘉月 

 私は、２年生に向けてがんばりたいことがあ

ります。一つ目は、勉強です。私は、苦手な教

科がいくつかあるので、まずは勉強をがんばり

たいです。そのためには、復習や予習をきちん

と続けられるようにしたいです。二つ目は、自

分の仕事、役目のことです。自分の役目を果た

していない時があるので、忘れずやるようにし

ます。そのためには、いろいろなことを後回し

にしないで、先にやるべきことをやっていきた

いです。三つ目は、部活です。私は卓球部に

入っています。まずは、先輩たちとラリーが続

けられるようにしたいです。そのためには、基

礎になる素振りをたくさんして、レベルをあげ

ていきたいです。これらの三つが、私の２年生

に向けて頑張りたいことです。    伏野 万桜 

○読書の秋 

 ２年生の国語の授業で取り組んだ「おすすめの

本」を紹介します。秋の夜長、ゆったりと読書

に親しみたいものです。 

「博多豚骨ラーメンズ」木崎 ちあき 

 「博多豚骨ラーメンズ」は、福岡の博多が舞台

の殺し屋たちの物語です。これだけ聞くと少し

読むのが怖いと感じてしまうかもしれません。

ですが、実際に読んでみると、ハラハラドキド

キすること間違いなしです。 

 私がこの本をすすめる一番の理由は、キャラ

クター一人一人に魅力があることです。女装し

ている殺し屋や不思議なピエロ男など、たくさ

んのキャラクターが登場します。殺し屋たちの

迫力満点のアクションをぜひ感じてみてくださ

い！                打越 心  

「未来」湊 かなえ 

 「未来」という言葉を聞いて、皆さんはどんな

未来を想像しますか？この本の題は、「未来」

という希望を表すはずの言葉なのに、内容は絶

望に近いかもしれません。登場人物の年齢は、

自分たちと同じくらいです。そのため、すごく

考えさせられる作品です。 

 この作品は、章ごとで語り手がかわり、読み進

めるとずるずると闇に引き込まれるような感覚に

なります。感想は、人それぞれ違うと思います

が、これを読んだ大半の人は、今までの人生、こ

れからの人生について考えることができると思い

ます。ぜひ読んでみてください。   玉田 実花 

「孤島の冒険」Ｎ.ヴヌーコフ 

 もしあなたが遭難して「ナイフ」しかなかっ

たらどうしますか？この本は、遭難して４７日

間も一人で生き残った少年の実話です。 

 この本のおすすめの場面は、木をこすって火

をつける所です。初めはなかなかつかなかった

けど、あきらめず何度も挑戦してやっとつきま

した。僕は、この場面から努力とあきらめない

心は大切だと学びました。この本は、いろいろ

学べるので、ぜひビッグＵに行って借りてみて

ください。             鍋島 冴喜 
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新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 

  

○10月の主な行事予定 

 １日（木）通学指導 生徒会選挙公示 

 ２日（金）３年英語検定 

      １,２年「植芝盛平翁を学ぶ」 

 ６日（火）１,２年英検IBAテスト 

10日（土）陸上県新人大会 

17日（土）新人大会（野球,バレー,テニス,卓球） 

 

18日（日）新人大会（野球,バレー,テニス） 

20日（火）生徒会役員選挙 

26日（月）中間テスト 

27日（火）中間テスト 

 

※予定が変わることもあります。 


