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 10月の古紙拠点回収日は、 
    13日（水）と27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、毎日持込み可
能ですが、深夜・早朝の持ち込みは近隣の方への
御迷惑となりますので、禁止しています。 
 皆さまの御理解と御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 

※貸出カードを御持参ください。 

場  所 日    時 

新庄公民館前 
 10月１日（金）16：00～16：30 

 11月２日（火）16：00～16：30 

 新庄公民館主催の「秋の文化祭 展示の部」の開催が近づいてきました。昨年度は、新型コロナウイル

スの影響により中止といたしましたが、今年度は十分な対策を講じた上で開催いたします。公民館サーク

ルの皆さまの日頃の成果を発表していただき、また、大勢の皆さまの御来場をお願いします。 
 

■日時：10月23日（土）午前９時～午後６時 

    10月24日（日）午前９時～午後３時30分 

■場所：新庄公民館 

■内容：文化作品展 

  絵画、俳画、俳句、フラワーアレンジメント、書道 

  いけばな子ども教室（体験コーナーあり）等 

 

 

 

 

地域の皆さまへ  展示作品の募集について 
   地域の皆さまを対象に展示作品の募集をします。是非、御協力をお願いします。 

   大きさ：50cm×50cm程度まで（要相談）  募集数：10作品程度（１人１作品まで） 

   申込締切日：10月20日（水）（予定スペース埋まりしだい受付終了） 

   その他：机に置けるもの、壁にかけられるものに限る  

   御要望や御質問がありましたら、新庄公民館（22-1606）までお気軽にお問い合わせください。 

 今年度から新庄愛郷会、新庄公民館の御協力により新庄郷土史作成委員会を立ち上げ『わがふるさと新

庄』という郷土史の作成、発刊に取り組んでいます。この委員会は、愛郷会のメンバー５名と市内在住の

編集に御協力いただいている先生方16名から成り立っています。 

 今後の予定として３年程度の資料収集、編集そして４年目頃には郷土史としての発刊を目指しています。

資料を集め、かつての新庄村の当時を知る古老の方々を少しずつ取材させていただきながら進めています

が、現在のこのコロナ禍の中で思うように進んでおらず、まだまだ不十分な状態です。町内にお住まいの

方で、昔の新庄にまつわる資料や写真等の御提供、また、昔の新庄村の話をしていただける方がいらっしゃ

れば大変助かります。 

 今までも新庄郷土史の作成を試みてきたようですが、まだ古代から現在に至るまでの新庄の歴史が書か

れている郷土史はありません。現在取り組んでいる郷

土史も完璧なものを作成することはなかなか難しいと

思っていますが、次の世代にバトンタッチしていくた

めにも、その土台となるものを作成しておくことが私

たちの使命だと思っています。御協力いただける方は、

右記のいずれかまで御一報いただけますようお願いし

ます。 

 新庄公民館だより９月号でお知らせしました「第

23回ファミリーバドミントン大会」について、新型

コロナウイルス感染症拡大防止及び参加者の安全

を考慮し、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

ざいませんが、御理解いただけますようお願いいた

します。 

 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３年11月９日（火）から

11月15日（月）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 10のポイント 

－４つの習慣・６つの対策－ 

■４つの習慣 
◇寝たばこは絶対にしない、させない。 

◇ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

◇こんろを使うときは火のそばを離れない。 

◇コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

■６つの対策 
◇火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全

装置の付いた機器を使用する。 

◇火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的

に点検し、10年を目安に交換する。 

◇火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、

衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。 

◇火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、

使い方を確認しておく。 

◇お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法

を常に確保し、備えておく。 

◇防火防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐ

るみの防火対策を行う。 

■問合せ：田辺市消防本部 予防課 

     TEL：26-9954 

【ご注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お茶席

及びバザーは中止とさせていただきます。また、今後の状況に

より予定を変更する場合があります。御了承ください。 

所属 役職 名前 連絡先 

郷土史作成委員会 会長 廣畑 順一 - 

郷土史作成委員会 委員 樫山 修三 - 

新庄公民館 主事 田上 拓未 0739-22-1606 

郷土史作成委員会 副会長 玉置 薫 - 

 本年10月に開催を予定していた「第67回田辺

市美術展覧会（市展）」は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止と、出品者、観覧者、市展

関係者の皆さまの安全確保のため、本年度の開催

を中止し、令和４年度以降に延期いたします。 

 例年「市展」を楽しみにされていた皆さまに

は、心よりお詫び申し上げます。 

 特に、作品の出品を御準備されていた方には、

大変申し訳ございませんが、何卒御理解のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

■問合せ：田辺市教育委員会 文化振興課 

     TEL：26-9943 
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 ９月１日に２学期の始業式を終えて、新学期が

始まりました。夏休み明けの子どもたちは、「お

家でもプールした！」「公園で遊んだよ！」と夏

休みに家族で楽しんだことを友達や保育者に伝え

て元気いっぱいでした。 

 園庭に咲いていたひまわりや風船かずらの種採

りを楽しんだ子どもたち。年長児は、「ひまわり

の種、何個あるかな？」とみんなで数えました。

“１,112個”の種が一つの花から採れたことに子

どもたちは、「すごーい！」「いっぱい！」と驚

いていました。年少児は、あさがおの花を使って

「ジュースできた！」と色水遊びを楽しみました。

「きれいにできたよ！」と年長児や保育者に見せ

て、友達の反応を楽しんでいるようでした。  

 

 

 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「お料理してくれてありがと

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。17日には、ポストに投函

するため、みん

なで近くのポス

トに出かけまし

た。雨が降って

いましたが、長

靴を履き、傘をさしていきました。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、新型コロナウイ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。申し訳

ありませんが未就園児親子広場の公開は、取りや

めにさせていただきます。 

 

 

 ３日（日）運動会 

 ８日（金）マメ子お話の会（絵本読み聞かせ） 

12日（火）体操教室 

14日（木）英語で遊ぼう 

15日（金）秋の遠足（アドベンチャーワールド） 

26日（火）体操教室 

28日（木）英語で遊ぼう 

新庄幼稚園です！ 
 新年度が始まってから、早半年。あっという間

にもう10月ですね。子どもたちは気持ちのいい秋

風を体に感じながら、10月10日の運動会に向け

て、それぞれのクラスで練習を頑張っています。 

 １番小さいねむの木組（０歳児）の子どもたち

はハイハイ板登りを、もみじ組（１歳児）の子ど

もたちは１段のコンテナにかけた梯子を階段のよ

うに登ってハイハイ板を滑り降りることにチャレ

ンジしています。最初はおずおずとしていた子ど

もたちも、登ったり滑ったりすることの楽しさを

覚えてきたようです。どんぐり組（２歳児）は、

三輪車にまたがり、しっかりペダルを踏み込んで

前に進めるよう頑張っています。くるみ組（３歳

児）は、竹ぽっく 

りに乗ってリズム 

を取りながら歩け 

るように一生懸命 

練習しています。

けやき組（４歳児） 

は、足にまめを作りながらもやっとこを頑張って

います。ぽぷら組（５歳児）の子どもたちにとっ

ては、わんぱく最後の運動会です。一輪車、竹

馬、鉄棒…と、いくつものことに挑戦しているぽ

ぷらさんですが、一つ一つできた喜びを自分の力

に換えて頑張っています。 

 子どもたちが「やればできる！」と自分を信じ、

これまで身に付けてきた力を思い切り発揮できる

よう、みんなで応援していきたいと思います。 

 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、子どもたちの学習内容も少

しずつ難しくなってきましたが、みんな頑張って

宿題に取り組んでいます。特に１年生は漢字の勉

強が始まり、一生懸命です。宿題が終わると外で

遊ぶのですが、保育所の年長・年中さんたちが鉄

棒の練習をしているのを見て、学童の子どもたち

の間にも鉄棒ブームが起こっています。友達とい

ると、自分もやってみたい、できるようになりた

いという気持ちが湧いてくるようで、みんな楽し

そうです。 新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 

２学期がスタートしました！ 
○２学期スタート 

42日間の夏休みが終わり、９月１日より２学期

がスタートしました。暑さの残る日もありますが、

生徒たちは、毎日の学習、部活動、体育大会への

取り組みを頑張っています。今回は、１年生の「夏

休みの思い出」「二学期頑張りたいこと」を紹介

します。 

  
夏休みで思い出になったことは、たくさんあります

が、その中でも一番思い出に残った二つを紹介しま

す。一つ目は、アドベンチャーワールドに行ったこと

です。家族とたくさんの動物とふれ合えたり、動物を

見たりするのは、とても楽しかったです。えさをあげ

る時も、動物が欲しそうによってくる姿が、とてもか

わいかったです。二つ目は、部活です。夏休みに４回

練習試合がありました。ぼくは、まだ４カ月しか経験

していないので、出られるかなと不安になりました。

ですが、４試合中の１試合は、代走やレフトの守備で

出してもらうことができました。その時、ぼくは、出

られたことをとてもうれしく思いました。この二つ

が、夏の一番の思い出です。 

 

私は、一学期にできなかったことをふまえて、頑張

りたいことが三つあります。まず一つ目は、時間をき

ちんと守るということです。今までは、登校すること

が遅くなったり、提出物を時間内に終わらせることが

できなく、他の人にめいわくばかりかけていたからで

す。二つ目は、体育大会や文化祭などの学校行事に一

生懸命取り組むことです。一学期は、みんなのペース

についていけないことがあり、人任せになっていたか

らです。最後は、勉強に集中して取り組むことです。

一学期は、成績も思うような結果が出ず、授業もつい

ていけないことがあり、宿題でも苦労しました。 この

ように、一学期にできなかったことを、出来るように

して成長したいです。 

 
僕の夏休みの思い出は習っているダンスの事だ。４

月ごろから約５か月間、週１回通い、８月29日に発表

会があった。本番の会場でリハーサルをした時に気付

いたことがあった。練習と本番の場所の空気は、全く

異なることだ。練習場所は、鏡の前であまり大きくな

い音で練習していた。本番の会場は、前は観客席で鏡

はなく、自分の場所が確認できず少し不安な中で、大

音量で音楽が流れるというものだった。しかし、他の

クラスの人たちが一生けん命頑張っている姿を見て、

自分も頑張ろうという気持ちになれた。そして、本

番、僕は今までに習った全てを出し切ることができ

た。他のクラスの人もいつもとは全く違う空気でとて

もすごかった。これからもっと頑張って、上のクラス

に行きたい。 

 

新庄中学校から 
○読書の秋 
 ２年生の国語の授業で取り組

んだ「ビブリオバトル」で選ばれ

た８冊と生徒の振り返りを紹介

します。秋の夜長、ゆったりと読

書に親しみたいものです。 

 

   書名            著者 

 『夢をかなえるゾウ』        水野敬也 

 『キャラクター』          長崎尚志 

 『あの花が咲く丘で、 

      君とまた出会えたら。』汐見夏衛 

 『一生に一度の「好き」 

       を、全部きみに。』 miNato 

 『１１文字の殺人』      東野圭吾 

 『神さまの貨物』 ジャン＝クロード・ 

                グランベール 

 『ノーゲーム・ノーライフ』   榎宮祐 

 『人狼サバイバル』        甘雪こおり 

  
・緊張したけど、本の内容、すごさ等を紹介出来て、

良かったと思った。こうやって、交流することで、本

の大切さや面白みがみんなにもすごく伝わると思いま

した。 

・みんなの話し方がとても良かった。なるほどと思う

ような話と読んでみたいと思わせるのがとてもいいと

感じ、見習いたいと思った。とても楽しく、いろいろ

な本に関心を持ちました。  

・おすすめポイントを伝える時、話しすぎるとネタバ

レになるのでどこで終わるか等、考えるのがすごく難

しかったです。相手に伝える難しさが分かりました。  

・僕は本が苦手だけど、「キャプテン」を読んでいる

ととても面白かったです。しかもみんなが本を紹介し

てくれたので、読んでみたい本も見つかりました。部

活系の小説しか読んでいないので、もっといろいろな

ジャンルの本も読みたいです。 

 

○１０月の主な行事予定 

 １日(金) 通学指導 

 ９日(土) 新人大会（野球,バレー,テニス,卓球） 

10日(日) 新人大会（野球,バレー,テニス） 

13日(水) 県到達度調査（１、２年） 

21日(木) 生徒会役員選挙 

25日(月) 中間テスト 

26日(火) 中間テスト  

 ※予定が変わることもあります。 

10月の予定 

敬老の日に向けて！ 


