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 12月の古紙拠点回収日は、 
    ９日（水）と23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 
12月１日（火）16：00～16：30 

１月６日（水）16：00～16：30 

 11月16日（月）新庄公民館で「スマホの使い方講座～

LINEで繋がろう～」を開催しました。 

 今回は、公民館主事が講師となり、スマホの基本的な使

い方や写真の撮り方、LINEアプリのことについてお話し

させていただきました。スマホを使いこなせるようになる

には、今回の短い時間では、なかなか難しかったかもしれ

ませんが、この講座で、少しでも参加された皆さんがスマ

ホを使う、そして楽しむきっかけになれば嬉しく思いま

す。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。 

１ 

スマホ教室を開催します 
初心者の 

ための 

 新型コロナウイルス感染症対策について 
 

◇開催前に１人ずつ、非接触型体温計で体温を測らせていただきます。 

◇アルコール消毒の徹底、マスク着用で参加可能とさせていただきます。 

◇参加者同士の間隔を空けて行います。 

◇会場の換気、室内温度には注意を払います。 

◇スタッフは、マスクを着用し、参加者のスマホに触れないようにタッチペンを使用します。 

◇使用する物は、事前に消毒します。 

問合せ：◇中部公民館 TEL：22-0009 ◇新庄公民館 TEL：22-1606 

※お申込みは、上記期間中に、開催場所となる公民館へ電話いただくか、直接窓口へお越

しください。その際に、参加のご希望時間を教えてください。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、延期または中止となる場合が

あります。 

日時：12月21日（月） 

   ①13時～ ②15時～ 

場所：新庄公民館 大集会室 
申込期間：12月７日（月）～17日（木） 

定  員：各回15名【先着】 

日時：12月17日（木） 

   ①13時～ ②15時～ 

場所：中部公民館 大集会室 
申込期間：12月７日（月）～11日（金） 

定  員：各回15名【先着】 

 どんな機能が 
使えるの？ 

使い方を 
聞きたいけど、 
誰に相談 
すれば… 

操作方法が 
よく 

分からない… 

田辺市公民館ＰＲキャラクター 

メジロをモチーフにした双子のマスコット。 

二人とも頭には公民館をイメージした帽子を被っている。 

老若男女問わず、多くの方に公民館を知ってもらいたいと思っている。 

田辺市生涯学習課公民館係で

は、公民館をより多くの人に知っ

てもらうため、田辺市公民館ＰＲ

キャラクターを作成しました！ 

今回はそのキャラクターの紹介

をさせていただきます。 

ご紹介 

優しくてしっかり者な双子のお

兄ちゃん。おてんばなみんちゃ

んを、いつもサポートしてあげ

ているよ！ 

好きな食べ物 みかん 

好きな言葉 「学社融合」 

特技 囲碁、俳句 

チャームポイント ウバメガシ 

元気いっぱいでおてんばな双子

の妹。噂によると、活発過ぎて

いくつかの公民館サークルを掛

け持ちしているらしい…。 

好きな食べ物 梅の花 

好きな言葉 「やにこい」 

特技 ソフトバレー、卓球 

チャームポイント 梅の花 



新庄幼稚園です！ 

３ ２ 

 
楽しかった おまつりごっこ！ 

 11月６日には、新庄幼稚園おまつりごっこを開

催しました。今年度の子どもたちは、獅子舞と山

車を「ほんものみたいに」と言いながら作り、出

来上がると「練習しよう」と年長児から年少児を

誘い、おもつりごっこまでの期間、練習して当日

に臨みました。当日は、保護者の方の頭を噛みに

行ったり、山車も獅子舞を盛り上げ楽しみまし

た。お店屋さんでは、どんぐりや松ぼっくりを

使った「おしゃれやさん」「おともだちやさん」

と本当のお祭りに出ている出店のような「りんご

あめ」「しゃてき」「わたあめ」「きんぎょすく

い」などのお店がありまし

た。お客さんから「かわい

い」「ほんものみたい」と

いう声をいただき、子ども

たちも大満足でした！ 

 

ミカン狩りを体験しました！ 

 11月18日には、ミカン狩りを体験させていた

だきました！「みかん手で取るん？」など前日か

ら期待いっぱいで当日を迎え、幼稚園から歩いて

行ってきました。みかん狩りの最中には、「こ

れ、おいしそう」と自分の好きなミカンを見つけ

てとったり、「いい匂いする」と匂いをかいだり

して、ミカン狩りを楽しま

せていただきました。行き

帰りには、踏切を通過する

電車にも出会うことがで

き、子どもたちにとって楽

しい一日となりました。 

12月の予定 

  5日（土）第68回 生活発表会 

  8日（火）体操教室 

11日（金）マメ子お話の会（絵本読み聞かせ） 

15日（火）クリスマスツリーを作ろう 

17日（木）クリスマス会 

22日（火）２学期終業式 

 日によって寒暖の差はありますが、11月は過ご

しやすい日が多くてありがたかったです。 

 保育所では、春に植え

たさつま芋を全クラスの

みんなで掘りました。大

きい芋や小さい芋…たく

さん収穫でき、裏山の畑

はおおにぎわいでした。 

 18日にはぽぷら組(年

長)16名の子どもたちが、かつらぎ町へりんご狩り

に行ってきました。初めて木になっているりんご

を見た子どもたちは「すごい！」「赤い！」「大

きい！」「小さいのもある！」と口々に歓声を上

げていました。そして、自分の分だけでなく、保

育所で待つ友達へのおみやげのりんごもたくさん

とりました。そのあと柿の収穫もさせてもらった

のですが、ひとりひとり

はさみで丁寧に収穫する

ことができました。今年

は新型コロナウイルスの

影響でなかなか思うよう

に行事ができず、特に年

長のぽぷら組の子どもた

ちにとっては保育所生活

最後の年なのに寂しい思

いをさせていますが、楽

しかったりんご狩り・柿

狩りがよい思い出になっ

たようでよかったです。 

 12月には、例年より縮小した形でのクリスマス

コンサートを予定しています。予定通りコンサー

トを開き、みんなで楽しいひとときを過ごせるよ

う祈っています。 

 11月は晴れの温かい日が多く、また学校の行事

のために早く下校する日も何度かあり、さっと宿

題を済ませてみんなで裏山でたっぷり遊ぶことが

できました。 

 18日には、りんご狩りに行ってきたぽぷら組さ

んが、学童のみんなにもりんごと柿をおみやげに

くれました。ひとりひとり順番に受け取ると、喜

んで大切に持って帰っていました。 

 ２学期も残り１か月足らずとなりました。最後

までみんな元気に過ごせるよう気を付けていきた

いと思います。 

○Go To 修学旅行 11/５～７ 

 ※主な行程 

 ５日（木）晴れ 伊賀上野城、関宿、なばなの里 

四日市市泊 

 ６日（金）晴れ ナガシマスパーランド、鳥羽水

族館 志摩市泊 

 ７日（土）曇り 伊勢神宮内宮、おかげ横丁 

 ２泊３日の修学旅行、予定の行程を旅行団全員で

学び、楽しみ、無事帰ってきました。３年生にとっ

て、中学校時代の思い出のひとつになりました。 
〇本当にあっという間に過ぎた３日間でした。それ

ぞれの場所で十分時間はあったはずなのに、すぐに

時間がたってしまいました。 

 伊賀上野城や関宿では、昔の人々の暮らしや眺め

ていた景色、使っていた道具など、さまざまな貴重

品をこの目で見ることができました。なばなの里や

ナガシマスパーランドでは「お客さんを楽しませよ

う」という工夫がたくさんしてあって、とても楽し

ませてもらいました。本当にもう少しいたかったで

す。鳥羽水族館も、たくさんの珍しい生き物が展示

されていて、わくわくしました。伊勢神宮はとても

神々しい感じがして、手を合わせられてよかったと

思います。おかげ横丁でも、人々の温かさにふれま

した。おみやげもたくさん買いました。この思い出

を大切にしたいです。 

〇どの場所も印象に残っており、個人的にとても印

象に残っているのが、ナガシマスパーランドと鳥羽

水族館です。 

 ナガスパでは、絶叫系が無理な僕が、友達とまわり

少し頑張れました。特に怖かったのは、ジャイアント

フリスビーです。この乗り物は、圧倒的に怖く忘れる

ことのできない思い出になりました。次に鳥羽水族館

に行きました。僕は、生き物が好きなので、とても楽

しみにしていました。印象に残っているのが、マナ

ティー、ジュゴン、セイウチ、トド、スナメリなどの

大きな生き物です。スナメリは、サービス精神があ

り、見ていると近づいて来て、体を回してくれたりし

ました。とてもかわいかったです。この３日間はあっ

という間で、たくさんの思い出を友達と作ることがで

きてとても楽しかったです。 

〇この３日間は、あっという間でした。いつも以上

に友達と話す時間が多く、とても楽しかったからだ

と思います。コロナウイルスの影響で５月に予定し

ていた修学旅行が延期になり、本当に行くことがで

きるか不安でしたが、この３年生で修学旅行に行く

ことができ、とてもうれしかったです。 

 この３日間で一番印象に残っているのは、ナガシ

マスパーランドで友達とジェットコースターに乗っ

たことです。また、友達と１日中遊びたいです。今

回、絆を深めた友達ともう少しの中学校生活を楽し

みたいです。 

〇私がこの修学旅行で学べたことは２つあります。

それは、団体行動の大変さと友達との仲です。 

 まず、団体行動については、１人遅れることによ

り、全体に迷惑をかけてしまうということです。今

回の修学旅行では、誰も迷惑をかけることなく楽し

めたので良かったです。友達との仲は、今まで以上

に深まったと思います。ホテルでは、いろいろなこ

とを話しあい、楽しかったです。これからも仲良く

していきたいです。また、日ごろお世話になってい

る人におみやげを買うことができたので良かったで

す。コロナの状況で、毎年とは違う場所への旅行

だったけど、それ以上に楽しむことや学ぶことがで

き、充実した体験でした。 

〇今年はコロナの影響で東京から三重になった時は、

少し残念だったけど、この３日間で集団行動の大切さ

や中学時代の最高の思い出を作ることができました。  

また、東京では学べない昔ながらの町並みや風景など

を見ることができ、とても良い経験になりました。他

にも、５分前行動の大切さ、学ぶ時と遊ぶ時のメリハ

リをつけることの大切さ、友達と遊ぶことの楽しさを

あらためて知ることができました。やっぱりどこに

行っても友達といる時間は楽しいものだと感じること

ができました。それから、お金を使う時の計画を考え

ることができました。本当に楽しい３日間を過ごすこ

とができました。 

〇この修学旅行は、計画通り進んだのでとても楽し

かったです。そして、計画通り進めるために友達同士

で時間の確認などをして、集合時間を守ることが出来

て良かったです。１人が時間に遅れると全体に迷惑を

かけます。そういうことがなくて良かったです。 

 また、修学旅行では、たくさんの人がいるため、

周りを見て行動するように心がけていました。これ

は、どこでも意識する必要があるので大切にしたい

です。この修学旅行で、僕は、学校の外で皆と過ご

すという集団の一員としての責任を学びました。こ

れからも、いかしていきたいです。 

 

○12月の主な行事予定 

 １日（火）期末テスト１日目 通学指導 

 ２日（水）期末テスト２日目 

 ３日（木）期末テスト３日目 

 ８日（火）１，２年生県到達度調査 

19日（土）田辺・西牟婁中学校駅伝競走大会 

24日（木）２学期終業式  ※予定が変わることも

あります。 

 

★新庄地震学の取組が下記HPで紹介されています。 

ぼうさい甲子園特設サイト 

 

小
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子
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藻
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新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 

  

☆幼稚園に遊びに来てね☆ 

（12月の未就園児登園日） 

12月17日（木）10時～11時 

クリスマス会 

今年もサンタさん来てくれるかな？楽しみですね！ 

・プレゼントを準備するので参加予定の方は、園ま

でご連絡をお願います（締め切り８日まで） 


