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田辺市女性会より「三栖にお住まいの女性」の皆さまへ

 ６月24日に行われた衣笠中学校2年生の

SDGsを学ぶポスターセッションで掲出された

ポスターを紹介しながら、大人も概略が学べ

るコーナーを設けてみました。 

 誌面に都合がつけば、不定期になりますが

今後も続けていきたいと思います。 

 館報8月号では、SDGsの全体像をまとめた

ものを紹介しましたので、今回は１７のゴー

ルの1番「貧困をなくそう」のポスターです。 

 2030年までに1日2.5ドル未満で生活する

極度の貧困をあらゆる場所で終わらせること

や、同年までに各国定義によるあらゆる貧困

状態にあるすべての年齢の男性、女性、子ど

もの割合を半減させるという2つのターゲット

が大きく示され、世界における貧困の理由や

現状、貧困の定義、企業の取組事例などが文

章とグラフで分かりやすくまとめられ、教育

の重要性にも触れられています。 

 田辺市のホームページでは、カラーで高精

細な公民館報の画像を閲覧可能です。 

衣笠中ポスターセッションから学ぶ S D G s

県外バス研修会参加者募集  

■ 実施日：11月15日（火）【時間や行程等の詳細は公民館報11月号に掲載予定】 

■ 行 先：①滋賀県佐川美術館  

                ②ラコリーナ近江八幡：自然原料の菓子・バウムクーヘンなど  

      ③近江牛 咲蔵（さくら）：昼食 

■ 参加費：5,000円／お1人様 

■ 申込・お問合せ先：①三栖婦人会 090-8934-0635（冨家） ②三栖公民館 34-0022（浦野） 

■ 申込期限：１１月５日 

 回収対象となっている資源類は、古紙類、ペットボトル、缶〔アルミ缶、スチール缶〕、

ビン類です。中でも古紙類（ダンボール・新聞・雑誌等）の持ち込みは、平日の8：30～

17：15で、休日（土日祝）や夜間等時間外の持ち込みはできません。 

 なお、プラスチックごみや燃えるごみなどの廃棄物類の持ち込みはできません。決められ

たとおり分別し、収集日当日の午前8時30分までに所定の場所に出してください。 

三栖コミセン横  資源類回収のルールとマナー守りましょう！
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秋以降の文化行事方針決まる（公民館文化委役員会）

 三栖公民館文化委員会（小川均委員長）は9

月13日、三栖コミュニティセンターで役員会

を開催し、秋以降の各種文化行事等について

方針を決めました。 

 本来は、文化委員会を開催し、行事等につ

いての方針を決めるものですが、今年は未だ

に新型コロナの感染が収まらず、感染拡大防

止の観点から、少人数での役員会を開催し、

今後の方針などを協議しました。 

 役員会の結果は、各文化委員に書面で通知

するほか、本誌でも館区の皆さんに紹介いた

します。各行事ごとの方針や予定等は下記の

とおりです。 

 なお、今後の新型コロナの感染状況によっ

ては、開催予定の行事を直前に中止する場合

もありますので、予めご了承ください。 

 

【三栖小学校5年生の史跡巡り】１１月７日（月）実施 予備日：11月9日（水） 

【三栖小学校6年生の史跡巡り】１１月２９日（火）実施 予備日：12月2日（金） 

【秋の史跡（熊野古道）整備活動】１０月１日（土）実施 ※小雨決行 

【三栖幼稚園衣笠山登山】１１月１１日（金）実施 予備日：11月14日（月） 

【松原安太郎顕彰講演会共催】１０月１４日（金）実施 ※本誌３ページに詳細掲載 

【社会見学】中止 

【熊野古道ハイキング】中止 

【秋の文化委員会】役員会として規模を縮小して9月13日に開催済み 

 

館区にお住いの皆さまには、引き続き三栖公民館へのご理解ご協力をお願いします。 

 

 

 

10月の移動図書館 
 

         

①   6日（木）13:15 ～ 14:45         

        三栖小学校 

 

② 19日（水）10:20 ～ 11:00    

        三栖コミセン前 

R3年度熊野古道整備活動。三栖王子近くで。 

地 区 男 女 人口 世帯数 ３末比 

上三栖 108 137 245 114 －2 

中三栖 659 714 1,373 541 ＋15 

下三栖 1,078 1,192 2,270 936 ＋16 

城山台 395 376 771 285 ＋9 

合 計 2,240 2,419 4,659 1,876 ＋38 

三栖公民館区人口統計【８月末現在】 



  三栖公民館だより 

☆ 三 栖 幼 稚 園 だ よ り ☆ 

② 

☆ 気持ちのキャッチボール ☆ 

 この夏、三栖小学校２年１組の児童の皆さんから

いただいたお礼の手紙への返事を届けてきました。 

 いただいた気持ちには、気持ちでお返ししたい

と、園児達は、思い思いのメッセージを書きまし

た。 

 これを届けた時、三栖小学校の先生方が、「この

お礼のお礼をまた届けたいな。」「幼稚園が三栖川

で遊ぶ時、他の学年も交流できたらいいけどな。」

「また、小学校にも招待したいね。」とおっしゃっ

てくださいました。 

 人を繋ぐのは、気持ちです。２年１組の子ども 

たちが来園してくれたおかげで、子どもたち同志 

の交流が生まれ、そして今、小学校と幼稚園の交 

流へと広がり始めています。             【園児の気持ちが込められたお礼状】 

☆未就園児事業について☆ 
10月13日（木）10:00～11:00 『ミニミニ運動会』   

 お問合せ：三栖幼稚園 TEL34-0104 

♪ うんどうかいだ  ちゃっ ちゃ ちゃ ちゃ 

  すてきだ ちゃっ ちゃ ちゃ ちゃ 

    がんばれ ちゃっ ちゃ ちゃ ちゃ 

    よわむしなんか いるもんか 

    あか かて ちゃ ちゃ ちゃ 

    きいろかて ちゃ ちゃ ちゃ 

    えい！ えい！ おー！！ ♪     

        （ちゃっ、ちゃ、ちゃ、ちゃは手拍子） 

☆頭の中は運動会☆ 

左は10月2日に三栖幼稚園で歌われる「運動会

の歌」です。 

  初めて聞いた時、衝撃を受けました。運動会の

歌と言えば、「緑の風に朝を呼ぶ・・」しか知ら

なかったからです。 

ダンス、バルーン、かけっこ、リレー、そして

「地球をどんどん」。「やってみたい。」「楽し

い。」と今、みんなで練習しています。頭の中は

運動会。子どもたちが、練習をとおしてがんばっ

た自分や友だちをより好きになり「僕たち、私た

ちの運動会」と感じる日になれたらと願っていま

す。 

今年もコロナ禍で地域の皆様にはご案内を差し

上げることができませんが、日々育ちゆく子ども

たちの姿をご覧いただく機会があればと思ってい

ます。 
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◆ 三栖小学校通信 ◆ 社会見学に行ってきました 

 

 

 ９月１３日（火）３年生社会科単元「店

ではたらく人々の仕事」の学習を深めるた

め、Vショップ下三栖店に見学に行ってき

ました。 

 普段は入れないバックヤードの見学や、

レジ打ち体験、店長さんへの質問等、貴重

な学習の時間を過ごさせていただきまし

た。 

 今回の見学を通して、子どもたちは地域

で働く人の想いや、役割、工夫などについ

て考える事ができました。 

 見学に行った児童は「買い物をする人の

ことを考えていろいろな工夫がされている

ことを知った」や「ものを作る人、運ぶ

人、お店で働く人など、いろいろな人のお

かげで買い物ができているんだと思った」

など、それぞれの気付きについて話してく

れました。 

 今後も、地域の方々との関わりを大切に

しながら学習に取り組んでいきたいと思い

ます。 

 Vショップ下三栖店の皆様、ご協力あり

がとうございました！ 

移民がつなぐ 「和歌山」と「ブラジル」出前講座 

   戦後初めてのブラジル移民は６５家族で、そのうち西牟婁郡三栖 

 村（現田辺市）からの移民は１０家族もあったそうです。そんな所 

 縁のある三栖で、ブラジル移民の父と尊称されるみなべ町（旧岩代 

 村）出身の松原安太郎の足跡など、戦後の移民の歴史をたどる講演 

 会（出前講座）を下記により開催します。 

  多くの方のご来場をお待ちしています。 

 ■講 師 県中南米交流協会代表・松原安太郎生誕130周年記念顕彰事業     

      実行委員会会長 真 砂   睦  氏 

 ■日 時 １０月１４日（金）午後７時 ～ 

 ■会 場 三栖コミュニティセンター（三栖公民館）１F 大集会室 

 ■申 込 不 要 ■参加費 無 料 

 ■主 催 松原安太郎生誕130周年記念顕彰事業実行委員会 

      県中南米交流協会 

 ■共 催 三栖公民館・（株）紀伊民報 

 ■後 援 和歌山県・和歌山県国際交流協会・JICA関西・田辺市教育委員会 ほか 

       

詳細は、別途全戸配布のチラシをご覧ください。 


