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 ２月の古紙拠点回収日は、 
    10日（水）と24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 
２月２日（火）16：00～16：30 

３月２日（火）16：00～16：30 

 税務課では、下記の日程で休日申告受付及び出張申告受付を開催します。なお、マイナンバーの記載

と、番号確認及び本人確認書類が必要ですのでご留意ください。 

新庄公民館公式LINEで公民館サークルの紹介記事を配信します！ 

新庄公民館だけでなく田辺市内の様々な公民館サークルを紹介します。 

気になるサークルがあれば担当公民館まで、ぜひお問合せください。 

今月は新庄公民館で活動する「箏サークル」を紹介します。 

※サークル紹介記事は不定期で配信します。 

新庄公民館公式LINEの友達登録をしてください。友達登録は右に記載しているＱＲ

コードからお願いします。 

紹介記事を見るためには・・・ 

 

問合せ：新庄公民館 TEL：22-1606 

スマホ基本編  

◇13時～ （定員６名） 

◇15時～ （定員６名） 

・スマホを購入して間もない方 

・写真の撮り方がわからない方 

・ＬＩＮＥを利用したことがない方 

２月19日（金） 新庄公民館  

○マイナンバー

カード（裏面） 

○マイナンバーカー

ド（表面）

下記のうち１点 

◇通知カード 

◇住民票の写し

（個人番号の記

載があるもの） 

◇住民票記載事

項証明書（個

人番号の記載

があるもの）

■顔写真付のものは

下記のうち１点 

◇運転免許証、パス

ポート等 

■写真付でないもの

は下記のうち２点 

◇公的医療保険の被保

険者証、年金手帳、

国税・地方税・社会

保険料・公共料金の

領収書等

受付日 受付時間 受付会場 

２月20日（土） 午前９時～午後３時 田辺市役所税務課 

２月25日（木） 午前９時30分～正午 新庄公民館 

■申告期間 

 2月16日（火）～3月15日（月） 

 （土、日、祝を除く。） 

■申告時に必要なもの 

 ①申告書（自宅に送付されていない方は、申

告会場に用意してあります。） 

 ②印鑑（認印） 

 ③源泉徴収票（無い場合は、給与明細など収

入の内容がわかるもの） 

 ④生命保険料・地震保険料の控除証明書（保

険会社から発行された証明書） 

 ⑤社会保険料の確認書・領収書等（国民年金

は日本年金機構が発行した証明書等） 

 ⑥医療費控除の明細書  

 ⑦配偶者特別控除を受けようとする人は、配

偶者の収入のわかるもの 

 ⑧営業などの事業所得や不動産所得の申告を

する人は、収入・経費の明細書 

 ⑨マイナンバー（個人番号）と本人確認がで

きる書類【右記】 

 ⑩代理で申告される場合は、納税義務者本人

のマイナンバー（個人番号）が確認できる

書類（写しでも可）・代理人の本人確認書

類・委任状が必要となります。 

■休日申告受付及び出張申告受付の日時 

■マイナンバー（個人番号）と本人確認ができる書類 

申込み：２月８日（月）～17日（水）

に、公民館へお電話をいただくか、直

接窓口へお越しください。 その際に、

参加のご希望時刻をお伝えください。 

▲12月21日に行ったスマホ教室の様子 

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください 

  検温   手指の消毒  マスク着用  距離の確保   換気 
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 幼稚園では、１月はコマやかるた、凧揚げなど

のお正月遊びを楽しんでいます。 

 子どもは、寒さに負けず戸外に出て、元気いっ

ぱいに凧揚げを楽しみました。 

 年長、年少共に自分なりの凧を作り、作った凧

を揚げる楽しさを味わいました。年長児は、「風

のおかげで揚がる！」「風ないとできんなー」と

いろいろ考えながら楽しんでいました。年少児

は、「揚がった！」と作った凧が揚がる楽しさを

味わう３学期は、コマ回しや縄跳びにも取り組ん

でいます。「あきらめずに頑張れば、できるよう

になる」と失敗しても何度も挑戦して頑張ってい

ます。年長児も年少児も、コマに紐を巻くところ

から挑戦しています。縄跳びでは、年長児は自分

の目標に向かって頑

張っています。年少

児は年長児のように

跳べるようになりた

いと取り組んでいま

す。 

 

 

★幼稚園に遊びに来てね★ 

（２月の未就園児登園日） 

17日（水）交通安全教室 

     13時15分～14時15分 

和歌山県警ひまわり班の方が交通安全を教え

てくれます。 

※参加ご予定の方は、２月10日までに幼稚園

にご連絡ください。また、必ずマスク着用を

よろしくお願いいたします。 

※感染状況を踏まえて、取りやめることもあ

りますのでご了承ください。 

 

 

２月の予定 

  2日（火）節分集会 

  4日（木）英語で遊ぼう 

  9日（火）体操教室 

10日（水）参観日 

12日（金）まめ子お話の会の方の絵本読み聞かせ 

15日（月）消火訓練 

17日（水）交通安全教室 未就園児登園日 

19日（金）お別れ遠足 アドベンチャーワールド 

24日（水）年長 小学校体験（新庄小学校） 

新庄幼稚園です！  
 寒い毎日ですが、わんぱくの子どもたちは、毎

日元気に過ごしています。北風の吹く日でも、裏

山に上ると風もなくぽかぽかで、上着いらずで

す。子どもたちは斜面を子鹿のように駆け回って

鬼ごっこをしたり、木の切り株をケーキに見立て

て木の実で飾ったりと、いろいろな楽しみを創り

出しています。言葉が少しずつ出てきたねむのき

組（０～１歳）の子どもたちも、ひなたぼっこを

しているヤギのポポに「ポポちゃん、ポポちゃ

ん」と声をかけたり、大きいクラスの子たちのま

ねをして斜面上りをしたりして楽しんでいます。 

 １月９日に行ったわんぱく持久走大会でも、寒

さが大変厳しい日ではありましたが、子どもたち

は元気いっぱい走ることができました。どんぐり

組（２歳児）、くるみ組（３歳児）、けやき組

（４歳児）と順に走り、最後には年長児ぽぷら組

が走りました。みんな最後まで全力で走り切り、

それぞれ自分の目標を達成することができまし

た。応援に来てくれていたお父さんお母さん方に

びっくりされるほどの頑張りでした。今年は声を

あげての応援はできませんでしたが、みんなの思

いはひとつだったと思います。本当に子どもたち

は素晴らしいと心から思いました。 

 寒い日が続いていますが、子どもたちは元気に

過ごしています。 

 １月は、毎日の宿題に書初め(硬筆)の練習もあ

り、書き終えると子どもたちは「できました！」

「この字がうまく書けたよ！」とうれしそうに見

せてくれていました。 

 宿題が終わると裏山でボール当て鬼ごっこや縄

跳びなどをして遊んでいます。縄跳びは前跳びや

二重跳び、そのほかいろいろな跳び方で自分の新

記録を出そうと一生懸命です。何秒で何回跳べる

かの競争も盛り上がります。しっかり体を動かし

て、寒さに負けず２月もみんなで元気に楽しく過

ごしていきたいと思います。 

○新庄地震学 

 ぼうさい甲子園２０２０ 奨励賞 受賞 

 新庄地震学の取組は、20年目をむかえました。 

 防災学習のテーマは平成30年が「ファーストアク

ション～逃げ切る～」、令和元年が「セカンドアク

ション～命をつなぐ～」で、今年度は「サードアク

ション～未来につなぐ～」です。地震発生から津波の

襲来を生き延び、復旧・復興を成し遂げ、次の世代が

災害に備えるようにという意思が込められています。 

 ３年生41人は「社会・保体」「外国語」「技術・

家庭」「理科」「音楽」の５つの班に分かれてテーマ

を決め学習活動を行いました。各班の取組を紹介しま

す。 

 ↑以下の取組を１分動画で紹介しています。 

◆社会・保体班 

 アンケートを通して、地域の方々が抱いている不安

や疑問を知り、その不安や疑問を防災まちづくり課に

質問したり、解決策を提案した。また、本校の非常用

備蓄庫の中身は適切な量であるか、備蓄庫に備えてお

きたい備品は何かなどを考えた。体育大会では、

ファーストアクションからサードアクションまでを体

験できる防災種目を実施した。 

ファーストアクション：田辺市が推奨している非常用

持ち出し品の総重量20㎏のコンテナを運ぶ。 

セカンドアクション：非常食を避難者に届ける。 

サードアクション：復興を願ってみんなで紙飛行機を

飛ばす。 

◆外国語班 

 日本に来ている外国人が災害時に困ることを調べ、

自分たちにできるサポートを考えた。作成したのは、

「with you」と名付けた災害時コミュケーション

カードと地震津波発生時の行動の啓発のためのポス

ター。コミュケーションカードは、財布にも入るサイ

ズで作り、必要な物を指さしたり、自分の名前や出身

国など情報を書き込むようにした。ポスターとカード

は、地域に掲示、配置する予定である。 

◆技術・家庭班 

 「家庭で手軽に出来る非常食づくり」で、ドライフ

ルーツ、乾パン、肉の塩漬けを作った。また、作った

ものを活用した料理も行った。 

 畑を作り、非常時用の野菜を育てられるようした。 

◆理科班 

 避難所でも安全でおいしい水を作る取組を行った。

身の回りの物(鍋·カット綿·石·ペットボトルなど)を使っ

て、ろ過機や蒸留器を作って、水をきれいにした。 

◆音楽班 

 災害用伝言ダイヤル（１７１）の使い方を音楽で届

ける啓発活動に取り組んだ。「ドレミの歌」の音楽に

のせて、防災についての歌詞を考え替え歌の作成、楽

曲にあったダンスの振り付けの作成を行った。 

○１年生３学期の抱負 

〇３学期の抱負は、三つあります。一つ目は、学年末

テストです。１学期から２学期にかけて点数が落ちて

きたので、上げたいと思います。１年最後の学期なの

で、それを踏まえて頑張りたいです。二つ目は、部活

動です。４月には１年生が入ってくるので、手本にな

れるようになりたいと思っています。そのためにも自

分自身の苦手を克服して、技術も上げたいです。三つ

目は、クラス全体で２年生になるための意識を高めた

いです。２年になっても今のままではだめだと思いま

す。クラス全体で、１年生の手本となれるようなクラ

スにしていきたいです。この三つが達成できるように

３学期を頑張りたいと思います。野村日向子 

〇僕の３学期の抱負は、机やロッカーの中をきれいに

することと、１年間のまとめをすることです。２学期

までは、ロッカーや机の中が乱雑になっていたので、

これからは整理整頓をして、集中できる環境を整えた

いと思っています。それを続けるには、整理整頓をす

る習慣を身に付けないといけないので、日ごろの心が

けを大切にします。１年間のまとめは、家でスマホを

使っている時間を減らして、予習や復習の時間を増や

したいと思っています。家だけでなく、学校でも先生

が言った大事な所をメモに残し、家でも復習できるよ

うにして、２年に上がった時に困らないようにしたい

です。３学期は、「整理整頓」、「まとめ」を頭の中

にインプットして頑張っていきたいです。愛須聖真 

〇僕の３学期の抱負は、二つあります。まず一つ目

は、ありがとう等、感謝を伝えることです。なぜこれ

にしたかというと、僕は、ノートなどを配られたとき

に「ありがとう」とかあまり言っていないからです。

これからは、小さな事でも感謝の気持ちを大切にした

いです。そのことで、相手も気持ちよくなると思いま

す。ほかにも失敗をした時はごめんと言ったり、お願

いします、失礼しました等の言葉も言っていきたいで

す。二つ目は、復習をしっかりすることです。ある単

元が終わった時に、その時は分かっていても復習をし

ていなくて分からなくなることがありました。テスト

で全力を尽くせなくてもったいない思いをしました。

この二つを意識していこうと思います。苫谷 駿 

○２月の主な行事予定 

 １日（月）通学指導 

１０日（水）参観日・育友会総会 

１５日（月）～１７日（水）３年生三者面談 

２１日（日）弁慶市（扇ヶ浜公園カッパーク）↓ 

★２年生参加。キャリア教育の取り組みとして、自分
たちでプロデュースしたお弁当販売を行います。 
２４日（水）県立高校一般出願 

※予定が変わることもあります。 新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 


