
新庄公民館 
だより 

４ １ 

 
 

 
 

令和５年 

１月 

睦月/JAN 

 １月の古紙拠点回収日は、 
    11日（水）、25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 
 １月５日（木）16：00～16：30 

 ２月１日（水）16：00～16：30 

 新年あけましておめでとうございます。 

 新庄町内の皆様には、よいお正月をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

 旧年中は、公民館の運営並びに各種活動に多大な御支援、御協力をいただき誠にありがとうご

ざいます。この場をお借りして心から感謝を申し上げますとともに、本年も変わらぬ御支援を賜

りますようお願い申し上げます。 

 さて、昨年の新年挨拶では、新型コロナウイルスに関して「令和３年12月現在、和歌山県では

患者の発生は、ほとんど見られません。」と申し上げたところであり、実際に昨年12月中の発生

は、１件だけでしたが、未だに収束する気配はありません。令和４年12月15日現在、県内の新規

発生件数は1,129人、累計は172,776人ですから、県人口903,172人（令和４年10月１日）で

割ると約19.1パーセントとなり、計算上では県民５人に１人が感染したことになります。また、

私は、今まで２回濃厚接触者として自宅療養し、幸いにも検査結果は陰性でしたが、コロナ感染

が他人事ではなく、ごく身近に発生する日常的な出来事であることを実感しました。今後もwith

コロナを十分に意識した行動が必要であり、さらには、令和５年中には、新型コロナウイルス

が、通常のインフルエンザと同じ対策で日常生活が送れるような日々が来ることを願っていま

す。 

 令和４年中の公民館行事は、感染対策を行いながら可能な限り開催できるよう努め、概ね予定

どおり開催することができました。体育事業「ソフトバレーボール・グラウンドゴルフ・ゲート

ボール・ファミリーバトミントン・盆野球」については、公民館体育委員や各町内会の皆さんの

御協力の下に参加者を増やすことができました。また、文化事業「秋の文化祭（展示の部・発表

の部）・いけばな子ども教室」を開催し、文化祭の発表では、新しい出演者もあり、大いに盛り

上がりました。やはり公民館活動を活性化するためには、今までの事業を大事にしながらも新た

な参加者を増やしていく必要があると思いました。 

 その中で、８月に予定していた新庄夏まつりは、直前まで開催できるよう準備を進めていまし

たが、直近の感染状況から中止の判断を下しました。私は、このことが大変残念であり、地域の

子どもたちに申し訳ない思いでいっぱいです。夏の甲子園大会で優勝した仙台育英高校須江監督

が「青春って、すごく密なので」と発言し、多くの共感を得ました。やはり、子どもたちは、将

来に向けてその時々で密になり触れ合って様々な経験をする必要があり、大人の行事を中止する

こととは、意味が違うことを認識しました。令和５年度は、このことを十分に踏まえ、開催時期

を変更してでも、夏まつりは必ず開催するように努めますので、御理解をお願いします。 

 最後になりましたが、この新しい年が皆様方にとりましてより良い年となりますよう祈念いた

しまして、新年の御挨拶とさせていただきます。 

 

新庄公民館 館長 小山 裕史 

 今年度より新たに卓球大会を開催します。経験者はもちろん、初心者にも楽しんでいただけるよう工夫

していますので、多くの方々の御参加をお待ちしております。 

■開催日時  令和５年１月29日（日）           

 ・受  付 午前８時30分～         

 ・開  会 午前８時50分～            

■会  場  新庄中学校体育館 

■参加資格 

 ・新庄公民館区に在住されている方 

 ・公民館長が特に認めた方 

■チーム構成                 

 ・１チーム２～４名で構成し、１名補欠を加えることも可 

 ・学生不可。ただし、小学生は１チーム１名まで出場可 

 ・町内会単位で構成する必要はありません。 

 ・男性、女性の区別はありません。 

■試合方法 

 ・団体戦（ダブルス１戦、シングルス２戦）を行います。 

 ・トーナメント戦とし、１試合目で敗退したチームは 

  B級トーナメントへ移行します。 

 ※チーム数によって変更する場合があります。 

■そ の 他 

 ・ラケットの貸出しが必要な場合は、申込時に 

  その旨を新庄公民館までお伝えください。 

■お申込み 

 １月24日（火）締切 ※練習会に持参も可 

 地区の体育委員、または新庄公民館（22-1606）まで 

今後の新型コロナウイルス感染症の状況により予定を変

更する場合があります。あらかじめ御了承ください。 

練習会のお知らせ 

日程：１月24日（火） 新庄中学校体育館 

時間：午後７時30分～午後９時頃 
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 あけましておめでとうございます。 

 地域の皆様、いつも新庄幼稚園の園児たちを温

かく見守っていただき、ありがとうございます。

本年も皆様方の御支援のほど、よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 12月３日に第70回生活発表会を開催いたしまし

た。今年度は感染症対策を実施しながら、お家の

人や地域の方々などたくさんの方に見ていただく

ことができました。 

 開会前、子どもたちはとても緊張している様子

でした。プログラムが進むにつれて緊張も緩和し、

ゆり組らしい発表となりました。閉会した後の子

どもたちの顔は、達 

成感に満ち溢れ『大 

成功だった』と、た

くさんの方々に見て

いただけたことを喜

んでいました。 

 

 

 お家の人と一緒に掘ったお芋を使って焼き芋を

楽しみました。当日の朝、子どもたちが「葉っぱ

と木集めな」と言って自分たちで集めました。火

がついてからは、「あったかーい」と火のぬくも

りを感じながら焼けるのを待ちました。お昼から

焼けたお芋を食べる時には、顔が真っ黒になりな

がらでも「おいし

い」「あまい」と

言ってお芋の甘さ

を楽しみました。

自分たちで焼き芋

を作る事に大喜び

でした。 

 

 

 

10日（火）始業式 

13日（金）マメ子お話の会 絵本読み聞かせ 

17日（火）体操教室 

18日（水）園庭開放 

19日（木）英語で遊ぼう 

23日（月）生け花教室 

25日（水）未就園児親子広場 

26日（木）英語で遊ぼう 

31日（火）絵画教室 

新庄幼稚園です！ 
 あけましておめでとうございます。地域の皆様

にはいつもわんぱく保育所の子どもたちを温かく

見守っていただき、ありがとうございます。今年

もどうぞよろしくお願いします。 

 吹き抜ける風がますます 

冷たくなってきましたが、

どんぐり組（２～３歳）か 

ら上のクラスの子どもたち 

は１月７日に予定している 

マラソン大会に向けて、元 

気よく裏山を走っています。 

自分のペースで走り続けた 

り、友達と競ったりしなが 

らそれぞれがんばっていま 

す。 

 ねむのき組（０～１歳）、もみじ組（１～２

歳）の子どもたちは保育所周辺を散歩したり、裏

山で遊んだりしていま 

す。大きな落ち葉でお 

面を作ってもらったり、

木の実を拾ったりと楽 

しそうです。見つけた 

ものを嬉しそうに見せ 

てくれる姿は本当にか 

わいいです。 

 ぽぷら組（年長）の子どもたちは、卒園に向け

ての制作も始めています。11月から取り組んでい

たナップサックが先日完成しました。子どもたち

は、縫物の練習で雑巾を何枚も縫ってきました

が、その時よりも細かく丁寧に縫い上げ、世界に

一つ、自分だけの 

ナップサックを完 

成させることがで 

きました。みんな 

小学校へ行って使 

う日を楽しみにし 

ています。 

 新年あけましておめでとうございます。 

 12月には学校で持久走大会や漢字博士試験があ

り、子どもたちはその結果をとても嬉しそうに、

また少し悔しそうにそれぞれ報告してくれまし

た。 

 冬休みが終わると、いよいよ三学期です。学年

のまとめをしっかりしながら、みんなで楽しく元

気に過ごせるようにしていきたいと思います。 
新庄幼稚園 電話：0739-22-3826 

○文化発表会 11/20 

 スローガン 「つくろう 持続可能な社会を 

               ～Next Action～」 

１．意見発表 「これからの社会を守るために」３年小山桃花 

２．学年合唱 １年「校歌」「チェリー」 

       ２年「校歌」「小さな恋の歌」 

       ３年「校歌」「サザンカ」 

３．総合学習発表 

 １年 新庄地域学～新庄の伝統･文化･自然を未来につなぐ～         

    ※橋谷獅子舞保存会演舞 

 ２年 キャリア学習～目指せ 田辺の地域活性化～ 

 ３年 新庄未来学 SDGsに関する取組の記録と提案 

            「身近な～が世界を救う」 

４．展示発表 

  国語科、美術科、技術家庭科、基本学級の作品 

※１年Ｂ組が学級閉鎖中だったため、１年生の発表

は、12月13日に行いました。 

◆３年生の振り返りより 

・今回、文化委員として、ア

ナウンスや美術作品の掲示な

ど、委員会としての仕事をできたと思う。舞台の物の

片付けや設置も、よりスピーディーにそして丁寧にで

きたと思う。間違えて準備した場面もあったが、それ

もなくせば100点満点だったと思う。 

・まず、最後の文化発表会で、失敗やミスをしなくて

良かったと思いました。そして、頑張ってきた合唱、

舞台発表、家庭、美術の作品などを、多くの人に聞い

てもらい、観てもらうことができて良かったと思いま

した。文化発表会だけでなく、今までやってきた行事

も、努力をしてその成果を発揮できるのはとても良い

ことだと、今日を通して、あらためて思いました。 

・合唱はしっかり練習してきて、３年間の中で一番良

かった気がする。ＳＤＧｓの取組は、メンバーで意見

が合わなかったり、大変だったけど、「自分の役割は

自分でする」と４人で決め、活動を進めて、発表も成

功したので良かった。 

・自分たちの発表を、しっかりすることができた。２

年生の合唱と発表もしっかり聞くことができた。別の

日に、１年生の発表があるので楽しみだ。私たちに出

来ることを少しでもして、持続可能な社会につなげて

いきたい。 

・自分一人で物事を進められる能力は、もちろん大事

だけど、他の角度や考え方をいかして、より深く進め

られることも大切だと気がつきました。中学校生活最

後の文化発表会、合唱もＳＤＧｓの発表も成功させる

ことができて良かったと思います。 

・最後まで自分のすべきことを理解しながら行動する

ことができたと思う。友だちと協力しながら、どうやっ

たらもっと良くなるかを考えたりして、活動をすすめ

ることができた。 

新庄中学校から 
◆２年生の振り返りより 

・歌の練習のときは、みんなの声に合わせること、

音程がずれないことを意識して歌った。お店の紹介

は、他のメンバーからのアドバイスを参考にしてス

ライドを改善できた。本番では、伝えたいところを

工夫して伝えることができた。全体的にみんなと協

力して作り上げることができた。 

・今年の文化発表会は、学年の発表や合唱、ピアノ

伴奏、文化委員としての仕事があって少し忙しかっ

たけど、いろいろな人に協力してもらい、問題なく

できたので良かったです。この経験をいかして、こ

れからもいろいろな事に挑戦していきたいと感じま

した。そして、スローガンにもある「持続可能な社

会」になるよう、自分でできる事を少しずつでもやっ

ていきたいです。 

・合唱や発表も今まで準備、練習してきたことをす

べて出し切れたと思うので良かったです。みんなで

協力してなにか一つのことをやり遂げるのは楽しい

し、いい経験になったと思います。３年生の発表を

聞いて、未来の地球を守っていくために、小さな事

から行動していくのが大切だと実感しました。 

・２回目の文化発表会だったけど、とても緊張した。

上手く出来ているか、お店の良さが伝えられている

か、とても不安だったけど、３年生の人が写真を見

て「お腹、鳴った。食べたい」と言っていたので、

発表して良かったなあと思った。獅子舞もみること

ができてとても楽しかったです。 

◆１年生の振り返りより 

・はじめての文化発表会でとてもきんちょうした。

自分たちのやったことを、ほめてもらえてとてもう

れしかった。小学校とは違う独特なふんい気を、体

育大会の時ぶりに味わえた。 

・協力することの大切がよく分かりました。特に、

笛をやるチームは団結できて良かったと思います。

みんなで相談して、完成しました。 

・合唱は、みんなで力を合

わせて歌えた。地域学の発

表は、自然班もししまい班

もひとり一人頑張っていて

良かった。 

 

○１月の主な行事予定 

 ４日（水）仕事始め 

 ９日（月）成人の日 

10日（火）始業式 

25日（水）～27日（金） 

         ３年生学年末テスト 

※予定が変わることもあります。 

★１年間ありがとうございました。どうぞよいお年

をお迎えください 

楽しかったね！発表会！ 

１月の予定 

焼き芋をみんなでしたよ！ 


