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 ３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 
３月２日（火）16：00～16：30 

４月１日（木）16：00～16：30 

 ２月14日（日）、新庄町のBig・Uで、自分たちが住む地域の課

題やこれからの取組について考える講座『まちづくり市民カレッ

ジ＋（プラス）』が開催されました。 

 はじめに行われた研究発表では、新庄・上芳養・本宮四村川のそ

れぞれの地域で作成した地域カルテ（人口推計や児童・生徒数、要

介護・要支援認定者数の推移、公共施設や地域資源の状況などを取

りまとめたもの）から分かる現在地域の姿から課題や地域の未来に

向けた取組を紹介。新庄地域の発表では、少子高齢化や防災対策な

どが課題であり、若い世代のまちづくりへの参加や充実した地域の

施設の利活用などが求められると紹介しました。パネルディスカッ

ションでは、各地域の代表が登壇し、地域の現状と課題について意

見を交わしました。 

問合せ：新庄公民館 TEL：22-1606 

３月23日（火）  

申込み：３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。 

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 

 延期となっていました令和２年度「成人の日」記念式典は、以下のとおり開催します。開催方法及び式

次第等の式典の内容は、当初の計画から変更はありません。 

 

■日時：令和３年５月４日（火・祝） 

 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催が困難な場合は中止とし、再度の延期は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会場：紀南文化会館 大ホール 

■対象：令和２年度中に20歳に達した方 

  （平成12年４月２日～平成13年４月１日までに生まれた方） 

■その他： 

（１）市に住民票のある方には、３月中旬に案内を送付します。 

市外に住所を移している方で、成人式の案内を希望される方又は出身中学校が市外の学校の方は、

下記までご連絡ください。 

（２）式典の内容の詳細又は参加に当たっての注意事項は、ホームページをご覧いただくか、下記へお問

合せください。 

   ホームページ：http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/kouminkan/seijinshiki.heml 

■問合せ：生涯学習課 公民館係（TEL：26-4925） 

 時刻 対象出身中学校 

１回目 
【受付】９時30分～ 

【開会】10時00分～ 

高雄中学校  秋津川中学校 上芳養中学校  

大塔中学校  田辺中学校 

２回目 
【受付】11時30分～ 

【開会】12時00分～ 

明洋中学校  衣笠中学校  中芳養中学校  

中辺路中学校 本宮中学校 

３回目 
【受付】13時30分～ 

【開会】14時00分～ 

東陽中学校  新庄中学校  上秋津中学校  

龍神中学校  近野中学校 

３月24日（水）  

会場：新庄公民館 大集会室 

スマホ基本編 

時間：13時～ 
 

こんな方にオススメ↓ 

・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 

【定員：６名】 

スマホ基本編＋ 

時間：13時～ 
 

こんな方にオススメ↓  

・写真をもっと上手に撮りたい方  

・ＬＩＮＥを使ったことはあるが、 も

う少し使いこなしたい方  

【定員：６名】  

ＬＩＮＥ応用編 

時間：15時～ 
 

こんな方にオススメ↓ 

・ＬＩＮＥを日頃から使っているが、

もっと使いこなしたい方 

 

【定員：６名】 
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豆まきしたよ！ 

 今年は、124年ぶりに節分が２月２日になりま

した。子どもたちは、節分の由来の絵本や鬼が登

場する絵本に親しみ、節分集会に向けてお面を製

作しました。 

 年長児は、紙袋に目の穴をあけてお面を作り、

年少児は、画用紙を使ってお面を制作しました。

各年齢で工夫するところが違い、とても面白いお

面が出来上がりました。 

 節分集会で

は、『おなかの

なかに 鬼がい

る』にちなん

で、全員が自分

のお腹の中にい

る鬼を追い出す

ために「なきむ

し鬼は、鬼はそと！」と大きな声で豆まきを楽し

みました。また、「まだ鬼おるから、豆たべな」

とみんなで節分の豆をいただきました。子どもた

ちは、一粒一粒食べるごとに「恥ずかしがりや

鬼、鬼は外」「怒りんぼ鬼、鬼は外」と言いなが

ら食べている姿もありました。 

 それぞれが自分の中にいる鬼を追い出すことが

できたようです。 

 

今年度もありがとうございました 

 今年度は、コロナウィルスの影響で子どもたち

と地域の方との交流が思うようにできませんでし

たが、いつも温かく見守っていただきありがとう

ございました。子どもたちも地域の方とお話や挨

拶をすることで人と関わる楽しさを味わうことが

できました。ありがとうございました。 

 来年度もコロナウィルスの影響があると思いま

すが、その中での交流の方法を考えながらしてい

ただけることを願っております。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

 

3月の予定 

  3日（水）ひなまつり集会 

12日（金）まめ子お話の会の方の絵本読み聞かせ 

19日（金）第68回 修了証書授与式 

22日（月）３学期終業式（年少児） 

 

 預かり保育は、春休み中も 

 朝７時半～夕方６時半まで行っています。 

新庄幼稚園です！  
 裏山へ続く道沿いの梅の花が満開です。小雪が

舞うほどの寒さが戻ってくる日もありますが、子

どもたちは春を体いっぱいに感じながら元気に過

ごしています。 

 やぎ小屋掃除のために、毎日裏山までペットボ

トルで水を運ぶのですが、今日はどんな遊びをし

ようかと考えると重たいペットボトルも軽く感じ

るようで、大きいクラスの子たちは楽しそうに早

足で登っていっています。 

 小さいクラスの子どもたちも、寒い日に水たまり

に張っている氷を見つけてカシャカシャと踏んでみ

たり、暖かい日は梅や椿の花を見たり、てんとう虫

をつかまえたり、新芽にそっとさわってみたりとこ

の季節ならではの体験を楽しんでいます。 

 ３月のリズム発表会に向けての練習もみんなでが

んばっています。ぽぷら組（年長）の子どもたち

は、保育所での最後のリズム発表会を楽しみに、跳

び箱の練習にも一生懸命取り組んでいます。 

 早いもので、今年度もあとひと月となりまし

た。病気で休む子もほとんどおらず、みんな元気

に過ごせたことが本当にありがたかったです。こ

のごろは、宿題にも集中して取り組めるようにな

り、さっと済ませてみんなで遊ぶ時間がたっぷり

とれるようになってきました。「今日は寒いな

あ」と大人がぶるぶるしている日でも、子どもた

ちはへっちゃらで裏山や園庭で思い切り遊んでい

ます。先月に引き続き2月も縄跳びに熱中してい

る子が多く、二重跳びなどの自己最高回数が増え

るたびに大喜びしています。 

 この調子でしっかり学び、しっかり遊んで、み

んなで気持ちよく学年の締めくくりができるよう

にしていきたいと思います。 

○第72回書初会 
中央作品賞 １年   １名 

金賞    ２年 １名 

      １年 ５名 

           

           

          

           

       

 

 

○第５６回やまなみ創作会 
入賞  ３年 「タイム君より」 

準入賞 ３年 「僕の夢」 

○わたくしの作文（和歌山放送） 
    ３年 「社会に通じる力」 

    ３年 「負けない」 

―――入賞「タイム君より」を紹介します。――― 

 ２月28日（金）昨夜いきなり首相の発表で小中高が休校

になるとのこと。田辺市は３月２日（月）に連絡事項、課

題が渡され、休校になる。放課後は部活があった。 

 ２月29日（土）午前中、いつものように部活があった。 

 ３月１日（日）本当に休みになるのか不安だ。気分が重

い。 

 ２日 ２時間ほど登校した。たくさんの宿題が出た。授

業も部活もない。人に会う機会が減り、家で過ごす時間が

増えそうなので、本をたくさん買った。 

 ３日 友達に会いたい。昨日買ったクロスワードをやっ

た。宿題もやっている。 

 ５日 担任の先生から電話があった。不安な気分だった

ので、声を聞いたとき、泣きそうなくらい嬉しかった（泣

いていたかも）。もっと話していたかった。 

 ６日 部活がないと運動不足になるので、近所を散歩し

た。 

 10日 散歩が近所ばかりだと飽きてきたので、今日はス

ポーツパーク周辺を歩いた。いつもと違う景色で楽しかっ

た。 

 12日 オーシティ周辺を１時間以上散歩。闘鶏神社にも

お参りをした。 

 25日 修了式があった。久しぶりに学校のみんなに会え

て、なんだか安心した。 

 26日 部活が再開！卓球部は試合の数が減ったけれど、

練習内容はほとんど変わっていなかった。 

 27日 部活で急に体を動かしたからか、腰が少し痛い。

足も筋肉痛になった。でも、部活はとても楽しい。 

 30日 田辺の学校関係者が感染。午後に分かったので、

午前中は部活があったが、明日からなくなる。悔しい。 

 ４月１日 部活中は散歩に行ってなかったので、久しぶ

りの散歩。雨が降っていたけど、近所を歩いた。 

 ８日 学校からのメール「お知らせの手紙をポストに入

れる」とのこと。１１時頃、ポスト「カタン。」母「先生

かも、ドア開けな。」勢いよくドアを開けると。ドアの前

にいた先生。「サンタになった気分やわー。」先生に会え

て、嬉しすぎて、マスク着け忘れた。スミマセン。 

 13日 始業式。仲の良い友達と同じクラスになれた。

やっぱり学校は楽しい。 

 16日 11時頃に「学校は予定通りに始まる」というプリ

ントがポストに入っていて嬉しかったのに、12時半頃「５

月６日まで休校」というメールが届いた。たくさん泣い

た。早く学校へ行って、みんなと会いたい。 

 27日 バイパスを歩いた。散歩していると、田辺の道に

詳しくなってきた。 

 ５月２日 大阪に住んでいる101歳の曾祖母の具合が少

し悪くなった。 

 ４日 曾祖母が老衰で亡くなった。コロナの影響で会い

に行けず、寂しかったし、悲しかった。 

 ７日 明日提出の宿題を最後までしていなくて、ものす

ごく焦った。それなのに、なんだか楽しい、不思議な気分

になった。おそらく、宿題の提出に焦ることが休校によっ

てなくなっていたからだと思う。 

 12日 午前中に散歩に行ったが、３月の時と比べると、

とても暑かった。しばらく見ないうちに花の種類が変わっ

ていた。とてもきれいだったので、写真をたくさん撮っ

た。 

 21日 登校日で久しぶりに友達と会った。みんなと会っ

たのは４月13日以来なので嬉しかった。とても楽しい１時

間半だった。 

 28日 登校日。友達とたくさん喋った。 

 31日 もう休みたくない。明日ようやく学校が再開す

る。 

 今まで私は、家にこもって本を読んだりするのが一番好

きだと思っていた。しかし、今回の休校で私にとって学校

は必要不可欠なものだと気づいた。学校に行けず、人と

会って話せないのが、これほどつらいことだとは知らな

かった。学校に行って、授業を受けて、友達とおしゃべり

ができる今はとても楽しい。 

 休校中は、暗い気分になることが多かった。日記を読み

返してみても「不安」「やる気が出ない」というような言

葉が多かった。これらは授業で自分の意見を発表したり、

部活で体を動かしたりしていた時は、全く感じなかった。

なぜ、これほどまで不安になるのか、休校中よく考えてい

た。 

 学校にいる時は、さまざまな性格の友達や先生がいて、

毎日飽きることなく、普段の生活を楽しんでいた。だが、

休校により家族としか対面で話す機会はなく、自分自身と

向き合う時間が増え、悩むことが多くなった。この気持ち

をどこかで発散したいと思った時、今までは学校で発散す

ることができていたのだと気づいた。 

 休校前は人と積極的に関わるより、１人のほうがずっと

居心地が良いと思っていた。しかし、今はそう思わない。 

 これからは人と関わる機会を大切にし、毎日を明るく過

ごしていきたい。 

 

○３月の主な行事予定 
 １日（月）通学指導 

 ９日（火）第７４回卒業式 

１０日（水）～１２日（金）１，２年生学年末テスト 

１１日（木）～１２日（金）県立高校入試 

１９日（金）県立高校合格発表 

２４日（水）修了式 

 

※予定が変わることもあります。 

新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 


