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 11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、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 
 11月２日（火）16：00～16：30 

 12月１日（水）16：00～16：30 

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者も少なくなり、制限等も緩和されてきましたので、少しずつ行

事を再開していきます。それぞれ下記のとおり開催いたしますので、是非、御参加ください。 

 この度、新庄地域学社融合推進協議会の学力・

子育て部会では、スクールカウンセラーの上野晃

先生をお迎えして、子育て教育講演会を計画しま

した。昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、講演会を中止せざるを得なくなったた

め、２年越しの企画となります。 

 下記の日程で開催いたしますので、皆様、お誘

い合わせの上、御参加ください。なお、会場内で

は、マスク着用と手指消毒に御協力くださいます

ようお願いします。 
 

■日 時：12月１日（水） 

     午後７時～午後８時30分 

■場 所：新庄公民館 

■演 題：「心の発達と子育てについて」 

■講 師：スクールカウンセラー  

           上野 晃 先生 

■定 員：５０名 

     ※定員を超える場合は抽選とさせてい  

     ただきます。 

■申込み：11月15日（月）までに新庄公民館へ御 

     連絡ください。 

■主 催：田辺市新庄地域学社融合推進協議会 

■問合せ：新庄公民館（22-1606） 

 令和３年度の「成人の日」記念式典は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を考慮し、感染予防対

策を徹底した上で、時間帯を分けての開催を予定

しています。詳しくは田辺市HPを御覧ください。 
 

日 時：令和４年１月９日（日） 

場 所：紀南文化会館「大ホール」 

問合せ：生涯学習課（26-4925） 

練習会のお知らせ 

日程：11月10日（水） 新庄小学校体育館 

   11月16日（火） 新庄中学校体育館 

時間：両日とも午後７時30分～午後９時頃 

【御注意】今月号に掲載している各行事については、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等に

より、予定を変更させていただく場合があります。あらかじめ御了承ください。 

■開催日時 11月21日（日）          ■試合方法 

 ・受  付 午前８時30分～８時50分        ・11点３セットマッチ、４人制 

 ・試合開始 午前９時～              ・試合形式は参加チーム数によって決定します。 

■会  場 新庄小学校体育館           ■申込締切日 11月16日（火） 

■チーム構成                 

 ・各町内会単位でチームを構成すること。 

 （１町内会から複数チームの参加は可。） 

 ・１チーム６名以内で構成し、試合中の男子の 

  参加は１名以内、かつ、高校生の参加も１名 

  以内とする。（中学生以下の参加は不可。）   

■開催日時 12月５日（日）            ■試合方法 

 ・受  付 午前８時30分～８時50分       ・12ホールを２巡し、合計打数の少なさを競い 

 ・試合開始 午前９時～              ます。 

■会  場 新庄愛郷会広場（新庄公民館横）     ■申込締切日 11月26日（金）                  

■開催日時 12月12日（日）             ■試合方法 

 ・受  付 午前８時30分～８時50分         ・リーグ戦とし、勝率・得失点差・対戦の順 

 ・試合開始 午前９時～                  で順位決定します。 

■会  場 新庄愛郷会広場（新庄公民館横）       ■申込締切日 12月３日（金）    

 
■参加資格                    ■申込方法 

 ・新庄公民館区に在住されている方         ・参加申込書に必要事項を記入の上、地域の体 

 ・公民館長が特に認めた方              育委員さん、または、新庄公民館まで御提出 

■参 加 費 無料                   ください。 

 受付時間 閉会時間 対象出身中学校 

１回目 10時30分 11時 
東陽、明洋、衣笠、秋津川、

中芳養、中辺路、大塔 

２回目 13時30分 14時 
高雄、新庄、上秋津、上芳養、

龍神、本宮、田辺 

 令和３年度新成人（平成13年４月２日～平成

14年４月１日に生まれた方）を対象に、ふるさと

田辺の地域産品（応援品）をお送りします。対象

者には、応援品を掲載した冊子が郵送されます。  

 なお、令和３年10月１日時点で 

市に住民票が無い方は、事前のお 

申し込みが必要です。詳しくは田 

辺市HPを御覧ください。 

問合せ：生涯学習課（26-4925） 
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 10月３日に、第69回運動会を開催しました！

今年も感染症対策として規模を縮小しての開催と

なりましたが、子どもたちの笑顔いっぱいの運動

会になりました。 

 年少児は、お家の方々の前で少し緊張していま

したが、笑顔で精一杯頑張りました。年長児は、

開会や閉会の言葉を述べたりして最年長としての

役割を果たし、幼稚園最後の運動会を楽しみまし

た。みんなで力を合わせて頑張ったバルーンやダ

ンスは、お家の方からも御好評をいただき、子ど

もたちにとってもみ 

んなと力を合わせる 

ことの素晴らしさを 

感じられる運動会と 

なりました。 

 

 

 

 10月15日に、秋の遠足としてアドベンチャー

ワールドに行ってきました。運動会が終わってか

らずっと楽しみにしていた遠足！ お天気もとても

よく、全員揃っていくことができ、とても良かっ

たです。いろいろな動物を見た子どもたちですが、

動物を見るたびに「かわいい」「ジャンプすごい！」

など友達に伝え合っていました。お昼には、おに

ぎりを「おいしい！」とみんなでいただき、お楽

しみのおやつもみんなで食べました。帰りのバス

では、「また、いき 

たい！」「今度いつ 

行く？」と言いなが

ら、すでにお別れ遠 

足を楽しみにしてい 

る様子でした。 

 

 

 

 ４日（木）英語で遊ぼう 

 ５日（金）避難訓練（地震・津波） 

 ９日（火）体操教室 

11日（木）防火パレード 

16日（火）ミカン狩り 

18日（木）英語で遊ぼう 

19日（金）体操教室 

25日（木）英語で遊ぼう 

新庄幼稚園です！ 
 秋晴れの続く中、今回もコロナ感染予防対策をしな

がら、10月10日に運動会を行いました。今年は欠席児

無しで、全員参加することができました。 

 年長のぽぷら組の子どもたちにとっては、保育所最

後の運動会。竹踊り、竹馬、一本橋、戸板、一輪車、

鉄棒といろんなことに挑戦し、日々培った力を発揮す

ることができました。一輪車では、22名の子どもたち

が、11名ずつに分かれて手をつなぎ、スタートから

ゴールまで漕ぎきることができました。みんなの心が

ひとつになったからこそしっかりゴールができたのだ

と思います。 

 年中以下の子どもたちも、それぞれのクラスでがん

ばりました。ねむの木組（0～1歳）の子どもたちも、

かけっこをしたり、ハイハイ板を登ったりすべりおり

たり、手押し車を押したりとかわいい姿を見せてくれ

ました。もみじ組（1～2歳）は、はしごを登ったり、

一本橋を渡ったりと昨年より少しレベルアップ。どん

ぐり組（2～3歳）は、三輪車、一本橋、そして机から

ジャンプ。くるみ組（3～4歳）は、竹ぽっくりを自分

で上手に操りながら歩き、一本橋、鉄棒で脚抜き回り

もしました。けやき組（4～5歳）は、やっとこです。

うまく乗れるようになるまでは大変な練習でしたが、

運動会では自信に満ちた顔で乗ることができていまし

た。一本橋や鉄棒の前回りも上手にできました。そし

て戸板です。自分の身長よりうんと高い戸板にジャン

プしてよじ登り、乗り越えて降ります。これも大変な

競技でしたが、 

全員が自分の目 

標としたことを 

クリアできて、 

友達と喜び合っ 

ていました。 

 ２学期も折り返しの時を迎えました。１年生の

子たちは習い始めた漢字の読み書きが上手にでき

るようになってきました。２年生はかけ算の勉強

が始まっていて「５の段合格したよ」「２の段合

格したよ」と嬉しそうに報告してくれます。 

 最近、秋もすっかり深まり、ずいぶんと過ごし

やすくなってきました。これから日も短くなって

きますが、できるだけ外遊びがたくさんできるよ

う、暗くなるまでの時間を上手に使っていきたい

と思います。 新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 

運動会 頑張ったよ！ 
○第75回体育大会終了 

 ９月19日（日）晴天に恵まれ、第75回体育大 

会を行いました。「青春（アオハル） 全力って

かっこいい」のスローガンのもと、若さと笑顔が

弾ける時間になりました。特に、３年生は最高学

年の自覚を持ち、素晴らしいリーダーシップを発

揮しました。 

〇初めは、後輩達をまとめるのが、心配で不安があっ

た。でも、みんなが積極的に活動に取り組んで、体育

大会を成功させることができた。自分たちの色は上位

を取れなくて、くやしい気持ちもあったけど、みんなで

楽しむことができたから良かった。最高の１日で最高

の思い出の一つになった。 
 

〇初めは青色の３年生だけ集まってダンスなどを考え

ている時に思っていたより難しかったです。今までこ

んなことをしてくれていた先輩には、すごい感謝だな

と思いました。また、ダンスを１、２年生に教えてい

る時も難しい振りもあるのに、必死についてこようと

してくれて、とてもうれしかったしありがたかったで

す。優勝とか特別な賞は取れなかったけど、青色の明

るくて前向きなメンバーと過ごせて素敵な宝物になり

ました。 
 

〇ダンスや個人種目では、苦手な人もいたようだけど、

本番ではみんな力を発揮して頑張っていた。全員リレー

では、抜かれたり、スピードが遅い人がいても、誰も

責める人もいなくて良かったと思った。１、２年生も

しっかり言う事を聞いてくれた。どのチームよりも素

早く行動することができていたので、１、２年生の手

本となったと思う。 

 

○11月の主な行事予定 

 １日（月）通学指導 

 ２日（火）田辺市教育委員会指定研究発表会 

 ３日（水）文化の日 

 ９日（火）２年生武道なぎなた体験 

18日（木）３年生修学旅行（～20日三重県） 

22日（月）学校開放週間（～12/５） 

23日（火）勤労感謝の日 
 

★文化祭発表会は、12月５日（日）開催予定です。 

※予定が変わることもあります。 

新庄中学校から 
○スマホ・ケータイ安全教室 

 ９月29日（水）に、NTTドコモ、人権擁護

委員の方々を講師にお招きして、全校で学習し

ました。大人、子どもに限らず、情報スキル、

モラルはこれからの社会で必要な力です。繰り

返しの学習で、 

スマホ、SNS、

インターネット 

を正しく使える 

ことが大切です。 

 
 

〇僕は、スマホをけっこう使っています。気づけば

知らないうちに２時間くらいたっていたこともあり

ました。今まで、トラブルにあったことはないけど、

実際にあっている人もいるので気をつけようと思い

ました。また、何かを投稿する時は、家の人に許可

を取ってからしようと思いました。 
 

〇今はまだスマホを持っていないけど、高校に入っ

たら持つと思うから、今日の話は勉強になった。使

い方によっては、そこから情報がもれる可能性があ

ることも分かった。１度ＳＮＳ上で問題が起こった

ら、数年後にも影響がでることもあり、怖いなと思っ

た。 
 

〇危ないアプリやサイトがあると聞いて、気をつけ

ないといけないんだと分かりました。また、ＳＮＳ

で知り合った、顔も見たことのない人と直接会うの

は、危ないんだということも分かりました。ＤＭな

ど、１対１のメールのやりとりも気をつけようと思

いました。ＳＮＳでトラブルが起きた時は、すぐに

親に話そうと思うことが出来ました。 

 

○「植芝盛平翁に学ぶ」「合気道」 

 10月より１、２年生の体育で、武道「合気道」

に取り組んでいます。１日には、植芝盛平顕彰

会太田雄司氏より「植芝盛平翁に学ぶ」をテー

マに御講演をいただきました。 

 ４日より、４日間計８時間、五味田潤一氏、

玉井博文氏、佐武晧稀氏より御指導いただきま

した。 

11月の予定 

秋の遠足！アドベンチャーワールド 


