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 ９月の古紙拠点回収日は、 
    ８日（水）と22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。 
 皆様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 
 ９月１日（水）16：00～16：30 

 10月１日（金）16：00～16：30 

 同じ料理ばかり食べている・料理が余る。このような食生活と料理をお助けする

「救菜レシピ」の9・10月号を発行しました。 

 今回紹介するのは、暑さに疲れた体に優しく、たんぱく質豊富な豆腐料理。秋を

意識した「きのこ豆腐」を、色々な料理へと救済します！ 

 また、皆さんからのアイデアは「大豆」を使った料理です。大豆を使った美味し

い料理を考えていただきました。 

 疲労回復の万能食材である大豆・豆腐。しっかり食べて、体に栄養を補給してあ

げましょう！ 

 ■募集期間：９月１日（水）～30日（木） ※ただし、土・日曜日・祝祭日を除く。 

■受付時間：午前８時30分～午後４時30分 

■願書配布：①配布の時期 ９月１日（水） 

      ②配布の場所 各市立幼稚園 

■入園対象児：田辺市に居住する満４歳と満５歳の幼児 

       ◇満４歳（平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ） 

       ◇満５歳（平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ） 

■各市立幼稚園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇応募者が定員を上回る場合は、抽選等により調整します。 

◇定員に満たない場合は、９月30日（木）以降も随時受け付けます。 

※幼稚園では、給食を実施しています。 

※希望者には、「預かり保育」を行っています。平成30年度から預かり保育の時間 

等を拡充して実施しています。詳細は、願書と併せて配布します。田辺市のホームペ 

ージ（右のQRコード）でも詳細について御確認いただけます。 

◇各園の様子をホームページで御覧いただけます。 

■申込み：願書は、直接希望する園に提出してください。 

■入園決定の通知：入園決定した方には、11月30日（火）までに「入園許可通知書」を発送します。 

■問合せ：学校教育課 指導係 TEL：26-9942 

園名 住所 
募集園児数 

電話 
４歳児 ５歳児 

新庄幼稚園 〒646-0011 田辺市新庄町1437 

20名 

22-3826 

三栖幼稚園 〒646-0215 田辺市中三栖147-5 34-0104 

上秋津幼稚園 〒646-0001 田辺市上秋津4524-4 35-0330 

中芳養幼稚園 〒646-0057 田辺市中芳養1870-1 24-0510 

15名程度  

【ご注意】新型コロナウイルスの影響により予

定を変更する場合があります。ご了承ください。 

 第23回ファミリーバドミントン大会を以下のとおり、開催する予定です。ラケットや羽根もお貸しでき

ますので、お誘い合わせの上、是非、御参加ください。 
 

■日時 

 10月15日（金） 

  受付 午後７時～ 

  試合 午後７時30分～ 

■会場 

 新庄中学校体育館 

■参加資格 

◇新庄公民館区に在住する方 

◇公民館長が特に認めた方 

■登録人数 

◇１チームの選手は３名（ただし、登録は６名まで） 

◇試合中の男子の参加は１名まで 

■参加費 

 無料 

■申込受付・問合せ先について 

 10月12日（火）まで 

 新庄公民館（0739-22-1606） 

練習会のお知らせ 

新庄中学校体育館をお借りして練習会を開催し

ます。どうぞ御参加ください。 

日時 10月  ６日（水）午後７時30分～ 

   10月12日（火）午後７時30分～ 

 「新庄公民館だより８月号」でお知らせしておりました、『新庄職域・地域盆野球大会』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、中止いたしました。楽しみにしていただい

ていた地域の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。 
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 ８月３日～５日の間、夏季保育を行いました。

久しぶりに会うことができるお友達もいて、とて

も楽しみにしていました。 

 みんなで植えた夏野菜！スイカもとても大きく

なりました。大きくなったスイカを見て、「食べ

れる！」とみんなで収穫し、冷蔵庫で冷やしまし

た。夏季保育２日目には、「スイカ、冷えている

かな？」「おいしくなってるかも！」ととても楽

しみにして登園しました。スイカが苦手な子ども

もいましたが、自分たちで育てたスイカはとても

甘く、「おいしい」とみんな笑顔でいただきまし

た。赤色のスイカと黄色のスイカがあり、「どっ

ちもおいしい！」ととても満足そうでした。 

 スイカでエネルギーを蓄えた子どもたちは、そ

の後プールも気持ちよく楽しみました！ 

《令和4年度新入園児募集について》 
 入園願書は、９月１日（水）より新庄幼稚園で

受付を開始します。募集期間は、９月１日～30日

です。満４歳児と満５歳児のお子さんが入園対象

児になります。 

 預かり保育拡充しています。（７:30～18:30） 

 お盆３日間、年末年始以外は、 

 春休み、夏休み、冬休みも行っています。 

 

 

 新型コロナウィルス感染症が田辺市でも広まっ

てきています。そのため、感染症予防の観点から

親子広場を中止させていただきます。10月以降の

親子広場については、田辺市の状況に応じて開催

の方向で考えていきますので、ホームページなど

で御確認ください。 

 

 

 １日（水）２学期始業式 

10日（金）まめ子お話の会 絵本の読み聞かせ 

14日（火）体操教室 

28日（火）体操教室 

新庄幼稚園です！ 
 ７月31日に、わ 

んぱく夏祭りを行い 

ました。今年もコロ 

ナ感染症予防のため 

時間を短縮して盆踊 

りを踊り、楽しみに 

していた遊びのコー 

ナーでヨーヨー釣りやスーパーボールすくい、あ

てものなどをして、子どもたちはみんな大満足の

様子でした。 

 ８月７日には、「水泳大会」と題して水泳参観

をしました。お家の方々には、子どもたちが水と

友達になった様子や、友達を応援する姿を見ても

らいました。水泳参観の後、子どもたちは担当保

育士から「よくがん 

ばりました」のメダ 

ルをひとりひとり胸 

にかけてもらうと、 

お父さんお母さんに 

誇らしげに見せてい 

ました。 

 ８月は例年になく雨で外遊びができない日が多

かったですが、月末にやっと晴れの日が戻ってき

たので、小さいクラスの子どもたちはシャボン玉

や散歩など、大きいクラスの子どもたちは虫取り

や一輪車などをして元気に遊んでいます。子ども

たちの体調や天候を見ながら、10月に予定してい

る運動会に向けて、それぞれのクラスでまた新し

いことに挑戦していきたいと思います。 

 夏休みの間、子どもたちは、午前中、宿題やお

家で用意してもらった問題集などに取り組みまし

た。勉強の後、晴れの日は、朝顔の花で色水遊び

をしたり、虫取りをしたりして遊びました。雨の

日は、お家で面白い折り紙の折り方を覚えてきた

子がみんなに教えてくれたり、絵を描いたり、カ

プラやトランプなどで遊んだりして過ごしまし

た。 

 ８月６日には、保育士さんが、原爆の日の様子

が描かれた絵本の読み聞かせをしてくれました。

子どもたちは食い入るように聞き、質問したり感

想をつぶやいたりと、それぞれ心に留まるものが

あったようです。 

 まだしばらく厳しい暑さが続きそうですが、二

学期も子どもたちが元気に過ごしていけるよう見

守っていきたいと思います。 新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 

夏季保育を楽しみました！ 
○少年メッセージ2021銅賞  

 西牟婁地方青少年育成市民会議連絡協議会主

催の「少年メッセージ2021」で、当校の２年生が

銅賞をいただきました。紹介します。 

 

「僕のあらたな挑戦」 
 僕の通う新庄中学校の近くには、漁船が出入りする

文里湾があります。僕は、その文里湾で活動する田辺

カヌースプリントクラブに入っています。神島高校や

工業高校の高校生の先輩と一緒に、平日の夕方と休日

の午前中に練習しています。僕はまだカヌーを始めて

やっと三ヵ月が経ったか経ってないかの初心者です。

カヌーをしてみたいなと思ってからカヌー部に入る

決断に至るまで、かなりの時間がかかってしまいまし

た。というのも、僕は三歳から始めた水泳を十三歳ま

での十年間続けてきました。だから、「十年間続けて

きた水泳をやめてもいいのか。」という気持ちと、「新

しいことに挑戦してみたい。」という二つの相反する

気持ちが、自分の心の中で葛藤していたからです。 

 そんな気持ちの中、一度カヌーの体験に行ってみま

した。そこで見た先輩たちのこいでいる姿がかっこよ

く、「僕も先輩たちのようにかっこよくこぎたい。」

という強い思いにかられ、新しい事に挑戦していくと

いう決心をしました。 

 そして入部一日目。カヌーの先生にカヤックかカナ

ディアンどっちを選ぶかと聞かれると、即答でカヤッ

クと答えました。理由は、体験に行った時、僕の中で

一番かっこよく見えた先輩がカヤックをこいでいた

からです。その次の日から一週間ほど、ポロ艇という

レジャー用の一人乗りの船にのりはじめました。 

 この船は、レジャー用というだけありバランスはと

りやすいのですが、クルクル回ります。どうして回る

かは分からないのですが、右へこげば右へ、左へこげ

ば左へと一回転する勢いで回るのです。「その船をあ

る程度真っすぐにこげたら次の船に替えてあげるか

ら、頑張れ！」と先生に言われたので、皆に追いつき

たい気持ちで必死に頑張りました。 

 すると、次の土曜日に船が替わりました。とてもう

れしく、浮かれた気持ちでいると、「前の船とは比べ

ものにならないくらいにバランスは悪いけど、曲がら

ずに前に進むよ。」と先生に言われました。いざ乗っ

てみると、確かにバランスは悪いですが、前の船とは

比べものにならないくらい曲がらずに真っすぐ前に

進んでいきます。ですが、船から落ちる回数がどんど

ん増えていきました。僕は海に落ちる度に自分にはカ

ヌーの才能が無いのではないかと毎回落ちこんでい

ました。すると、先生や先輩方が、「落ちたほうがい

いよ。」と声をかけてくれました。しかし、海に落ち

るたびに、先生や先輩方が言っていた、「落ちたほう

がいい」というのは嘘ではないかと疑ってしまいまし

た。今思うと、先生や先輩方に対してなんて失礼なこ

とを思っていたんだ！と自分を叱りたい気持ちです。

新庄中学校から 
先生や先輩方が言っていたことは本当だったからで

す。落ちるとその船の特徴がよく分かりました。

「さっきは右にかたむきすぎて落ちたから次は左へ

重心をかたむけてみよう。」としていると、みるみる

上達していきました。今ではもう落ちることに不安

はありません。なんなら落ちた方がいいのではない

か？とまで思えるようになりました。これも、いつも

声をかけてくれる先生や、ユーモアあふれる先輩方

のおかげです。 

 僕はこの田辺カヌースプリントクラブに入り、自

分の気持ちの弱さや、ランニングといった陸上ト

レーニングが苦手ということに気付くことができま

した。僕は、高校卒業までカヌーを続けていき、自分

の気持ちの弱さや、陸上トレーニングを克服してい

きたいと思っています。まだまだカヌーの実力はま

だまだな僕ですが、これからも努力を続け、いつか、

先生方のようにカヌーの指導者として田辺カヌース

プリントクラブに腰をすえたいと思っています。 

  

〇夏季職員研修「SDGsのきほん」を学ぼう 
 ３年生の総合的な学

習で取り組んでいる新

庄地震学が、令和２年

度に20年目の節目を

迎えた。令和３年度か

らは、20年間の学習を

基礎として、「新庄未来

学」として取り組んで

いる。「2030年の新庄、田辺、そして日本、世界を

どんな世の中にしたいか」をテーマに、中学生の視点

で、現在社会の問題点、課題を探し、それを解決して

いくには、どんな方法があるかを考える学習を目指

している。そのツールとしてSDGsを取り入れる。 

 私たち教職員もSDGsについては、まだまだ手探

り、学習途中である。８月３日の夏季研修では、富田

中学校教頭西田拓大先生（一般社団法人Think the 

Earth SDGs for School 認定 Educator）を講師に

招き、研修を行った。新庄小４名、新庄第二小３名の

先生方にも参加いただいた。グループワークも取り

入れられた内容で、参加者同士の活発な意見交流も

あり、充実した時間を過ごすことができた。この成果

を２学期からの実践にいかしていきたい。 

 

○９月の主な行事予定 

 １日（水）通学指導 

18日（土）体育大会練習・準備  

19日（日）第75回体育大会（雨天順延） 

21日（火）振替休日 

22日（水）振替休日 

 ※体育大会は、午前中の半日開催になります。  

 また、観戦は、保護者のみとなります。 

９月の未就園児親子広場 

９月の予定 


