東陽中学校・学校だより
10月号 平成27年９月25日

発行：田辺市東部公民館
館長 新藤 整市

東部公民館報

第６７回体育大会へのご声援、ご協力ありがとうございました

平成27年10月号
９月１３日（日）、秋晴れの中、『見せろド根性！小さな勇気が心
を繋ぐ ～舞２０１５～ 』をスローガンに、第６７回体育大会を盛
大に開催することができました。今年は、わかやま国体開催のため、
例年より一週間早く体育大会を実施しました。練習期間も短くなりま
したが、夏休みから各学年で準備と練習に取り組み、練習期間の短さ
を感じさせない充実した体育大会になりました。たくさんの保護者の
方々、地域の皆様からあたたかいご声援やご協力をいただきました。
本当にありがとうございました。

東部公民館
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＜東部公民館事務局＞
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写真展・文化展の開催

日

時：１０月３０日（金）午後１時３０分～午後５時
３１日（土）午前９時～午後５時
１１月 １日（日）午前９時～午後３時

会

場：東陽中学校２階多目的ホール（写真展）
東部公民館 大集会室・和室（文化展）
※両展示会とも、公民館玄関からご入場ください。

紀州弁慶よさこいおどり

行進

今年も、学年別に「紀州弁慶よさこいおど
り」を披露しました。この種目を完成させるた
めに、どの学年も
一生懸命に練習に
取りくみました。
下級生は上級生
の一糸乱れぬよさ
こい踊りの練習風
景を見て、どんど
ん踊りが上達して
いきました。
また、３年生は
「中学生活最後の
体育祭」という思
いで、体育大会最
後の種目を立派に
演じました。

午 後 の 最 初 の 種 目 は、恒 例 の「行 進」で し
た。今年も吹奏楽部の演奏で、クラスごとに力
強く行進を行いました。どのクラスも「行進で
１位をとる」という
目標をもって演技に
取り組みました。
吹奏楽部のみなさん、
すてきな演奏をあり
がとうございました。

昨年度、写真展の様子
＜写真展＞
地域の写真愛好家の写真を、一同に展示します。
また、東陽中学校で夏休み期間中に開催した写真教室での、生徒の作品も展示します。

陸上競技種目

～ご注意～
・東陽中学校正門から東部公民館までは、自動車や自転車でお入りいただけます。
ご来場の方は、東部公民館駐車場へ停めてください。(24台駐車可能。駐輪場あり)
・敷地内は禁煙です。
・小さい子どもは、保護者同伴でお越しください。

学級対抗全員リレー

午前中の最初の種目で、全員が陸上競技種目
に取り組みました。一人一種目、全力でそれぞ
れの種目に挑みました。
３年男子６０ｍで小川佐和君、２年男子１５０
０ｍで山本涼介君、３年女子ハンドボール投げ
で田上希実華さん、２年女子４００ｍリレーで
１組と３組が大会新記録を出しました。おめで
とうございます。

＜文化展＞
地域の方の作品（絵画、手芸品、生け花など）を展示するほか、田辺第二小学校児童
の作品、東陽中学校生徒の作品、館区内高等学校生徒の作品を展示します。
また、31日（土）午前10時から、公民館子ども生け花教室生による、お茶会を予定しています。

問合せ：東部公民館（TEL：25-0360

FAX：34-2585）

初級パソコン教室の参加者募集
学年別で学級対抗全員リレーが行われまし
た。それぞれのクラスが走順を考え、バトンパ
スの練習に取り組みました。全員の生徒が一生
懸命に走っている姿に感動しました。前と離れ
ても、最後まで全力で走る姿に、大きな声援が
送られました。１年生のリレーと全校レク種目
には多くの保護者の方々が参加してくれ、競技
をさらに盛り上げてくれました。ありがとうご
ざいました。
また、クラス代表による女子４００ｍリレー
と男子８００ｍリレー、クラブ対抗リレーも盛
り上がりました。教員
チームも挑戦し、全力
で頑張りましたが、や
はり生徒たちのパワー
には勝てませんでした。
<４>

第２９回弁慶まつり

「紀州弁慶よさこいおどり
紀州弁慶よさこいおどり」
よさこいおどり」に出演！
出演！
１０月１０日(土)、第２９回弁慶まつり「紀
州弁慶よさこいおどり」第１７回大会に、今年
も、学校行事として、全学年が参加します。
地域の行事の成功に向けて、中学生として貢
献するという目標をもち、扇ヶ浜会場では各学
年のリーダーが、アオイ会場では学年ごとに全
員が、それぞれのよさこい踊りを披露します。
保護者の皆様、地域の皆様、東陽生へのご声援
をよろしくお願いいたします。

東陽中学校ホームページアドレス
http://toiyou.sakura.ne.jp/top.html

東部・南部公民館、東陽中学校では、８月よ
り、中学校と地域との交流を深めるため、全５
回の初級パソコン教室を開講しています。
定員に空きがありますので、３回目以降、参
加希望の方は、公民館までお申込みください。
時：１０月１４日（水）午後３時～４時
・パワーポイントを使った自己紹介
１１月１１日（水）午後３時～４時
・インターネットでの検索 ・年賀状の作成①
１２月９日（水） 午後３時～４時
・年賀状の作成②
場 所：東陽中学校コンピューター室
問合せ：東部・南部公民館事務局
（℡：25-0360）

第３回ふれあいバスピン大会
の開催について
平成25年度から始まり、第３回目を迎える
「ふれあいバスピン大会」ですが、今年度は、
以下の通り予定しています。
今回も多くの児童、一般の方の参加をお待ち
しています。

日

日
場
試

時：１１月２９日（日）午後５時から
所：田辺第二小学校体育館
合：団体戦

その他、詳細について
は、11月号の公民館報に
てお知らせします。
前回の様子→
<１>

第62回田辺市美術展覧会の開催

８月23日（日）、白浜会館にて県卓球協会田
辺西牟婁支部主催の田辺・西牟婁卓球選手権大
会（個人戦）が開催されました。
総勢２３７名の方が参加され、公民館卓球
サークルからは、ママさんベテランの部に２
名、初心者の部に７名
出場しました。
日頃の練習の成果に
より、大会結果は以下
の通り、優秀な成績を
収められました。おめ
でとうございます。
卓球サークルの皆さん
（敬称略）
＜初心者の部＞
優勝 日下 貯代

主
主

催：田辺市・田辺市教育委員会
管：田辺市美術展覧会運営委員会

＜会期＞
第１期：１０月９日(金)～１０月１１日(日)
洋画･写真･陶芸･日本画･工芸
第２期：１０月１６日(金)～１０月１８日(日)
書・彫塑・生花
開催時間：午前９時から午後７時まで
（各期最終日は午後５時まで）
開催場所：紀南文化会館
※第１,２期共通
（小ホール・研修室・展示ホール）
問合せ：田辺市教育委員会 文化振興課
Tel:0739 (26) 9943 Fax:0739（25）6029

準優勝 高垣 旦

平成27年度 田辺市勤労青少年ホーム
＜ママさんベテランの部＞

三位 下地 勝美

料理教室 生徒募集
神子浜盆踊り
８月24日（月）、毎年恒例の神子浜盆踊り大
会が東陽中学校グラウンドにて行われました。
仮装した婦人会会員の方
や、小さいお子さんなど、
多くの方が参加し、夏の夜
のひと時を楽しみました。

お薬の飲み方について
普段、何気なく飲んでいるお薬。今回、専門
家から正しいお薬の飲み方を教えていただきま
す。子育て真っ最中のお母さん、持病等でお薬
を飲んでいる方、この機会に是非お越しいただ
き、見聞をひろめませんか。
日
会
講

時：１０月１６日（金）午後７時～
場：文里町内会館
師：福田 利明 氏
（南和歌山病院 副薬剤部長）
※講座のあと「お楽しみ福引」
を用意しています。
問合せ：文里福祉委員会
（新宅 ℡：24-7176）

明るい笑顔・街いっぱい運動
１０月１日（木）、１１月２日（月）
時
場
<２>

間／午前７時３０分～午前８時
所／学校付近、自宅前付近、交差点など

田辺市勤労青少年ホームでは、料理教室の参
加者を募集しています。
＜料理教室＞
日 時：第２・４土曜日 １８時３０分～
会 場：市民総合センター 4階料理実習室
講 師：榎本 慶子
定 員：２０名
費 用：要材料費
対象者：田辺市内に居住または勤務されている
15歳から概ね35歳までの勤労青少年
（男女問わず）
【申込み・問合せ】
田辺市生涯学習課公民館係
TEL:26-4925 FAX:25-6029
E-Mail：shougai@city.tanabe.lg.jp

平成27年10月から
マイナンバー制度が始まります
10月から、各世帯に簡易書留郵便で、ご家族
一人ひとりの12桁の個人番号が記載された「通
知カード」 が送られてきます。
平成28年１月から、様々な手続で必要
になりますので、捨てたり、失くしたり
しないようご注意ください。
【お問合せ先】
マイナンバーコールセンター
0570（20）0178（全国共通ナビダイヤル）
【市担当課】
田辺市役所情報政策課 (22)9917（直通）

第４３８号

平成２７年１０月１日

田辺第二小学校

１２６回目の開校記念日
10月６日は本校の１２６回目の開校記念日です。明
治22年10月６日に、蟻通神社を仮校舎とする「湊尋常
小学校」として開校しました。
その後、何度も校地が移転したり，校名が変わった
りしましたが，戦後間もなくの昭和22年（1947年）に
現在の「田辺第二小学校」という校名になりました。
校舎や運動場も、今日に至る
まで何度も移転や増改築・拡張
がなされましたが、一昨年末に
現在の校舎が完成し、昨年度末
には周辺の整備工事が完了、運
動場に芝生も敷かれ、素晴らしい環境の学校へと生ま
れ変わりました。
児童数は、最高時は、２，０００名を越えるときも
ありましたが、10月１日現在で４６６名です。児童数
は年々減少傾向にあり、来年度の新入生も、いまのと
ころ６５名の予定で、全校児童数もやや少なくなると
見込まれています。
本校からは、昨年度末までに１８，６４９名ものみ
なさんが巣立っていきました。新校舎の落成式を迎え
た今年、先人の苦労や昔の子どもたちの様子に思いを
馳せ、我が校のもつ伝統について考えてみたいと思い
ます。

ものさし
しゃくとりむし
べえ

卓球サークル会員が大活躍

ぼくは ちっちゃな
モノサシだい
からだを まげたり
のばしたり
はっぱを はかって
てってこ・てん
きのえだ はかって
つんとこ・つん

田辺市合併10周年記念

いっぽ いっぽは
ちっぽけだけど
いっしょうけんめい
あるいてりゃ
いつか ちきゅうを
はかれるぞ！
ほい
たったか・たん

東部・南部公民館

学校だより

27日(火)縦割り班活動 市教委定例学校訪問
スクールカウンセラー来校
28日(水)漢字・計算
29日(木)テレビ放送 フッ化物洗口
30日(金)全校読書 中学年参観日
東部公民館文化展（～11/1）
31日(土)郡陸上競技大会（田辺スポーツパーク）
雨天時は、11/1に順延
◎13日、27日のスクールカウンセラーによるカウンセリング
をご希望の方は，担任までご連絡下さい。

参観日のお知らせ
◇なかよし学級
１０月１１日（日） ９：００～１４：００
場所：田辺東部小学校
「手をつなぐ親と子の連合運動会」の参観です。
雨天の場合は１２日（月：体育の日）に延期されます。
◇１・２年生 １０月２３日（金）
場 所：各教室 授業１３：４０～１４：２５ 懇談１４：３５～
◇３・４年生 １０月３０日（金）
場 所：各教室 授業１３：４０～１４：２５ 懇談１４：３５～
◇５・６年生 １０月 ８日（木）
場 所：東陽中学校 授業 ８：４５～１５：００頃
※東陽中学校で校内陸上競技記録会をご覧いただき
ます。雨天の場合は９日（金）に延期します。

１０月の行事予定
もう一度見直そう！ 自分の生活を
１日(木)明るい笑顔街いっぱい運動 ＡＬＴ授業日
テレビ放送 フッ化物洗口
２日(金)全校読書 国体観戦【軟式野球】1,2,3年生
５日(月)学びタイム
６日(火)全校集会（学校長訓話） 第126回開校記念日
クラブ活動 尿検査一次提出日
７日(水)漢字・計算 尿検査一次予備日
８日(木)テレビ放送 校内陸上競技大会（東陽中）
９日(金)全校読書 校内陸上競技大会予備日
11日(日)手をつなぐ親と子の運動会(田東小学校)：なかよし
参観日
12日(月)体育の日 手をつなぐ親と子の運動会(予備)
13日(火)なかよし学級振替休業 体育集会(高)･音楽集会
(低) スクールカウンセラー来校 東部補導委員会
14日(水)漢字・計算 ＡＬＴ授業日
15日(木)児童会役員選挙 尿検査二次提出日
ベルマーク整理（３年）
16日(金)全校読書 尿検査二次予備日
19日(月)学びタイム
20日(火)全校音楽集会 委員会活動
21日(水)就学時健康診断６年生弁当持参
（１～５年午後臨休）
22日(木)テレビ放送 フッ化物洗口 ５年福祉学習
23日(金)全校読書 低学年参観日
26日(月)学びタイム ALT授業

２学期が始まってから，子どもたちの様子で気になること
がいくつかあります。中でも気になるのが次のようなことで
す。

◇学校の中で：廊下を走る 遊んではいけないとこ
ろで遊ぶ
◇学校の外で：登下校中遊びながら歩く
危ない自転車の乗り方をする
「廊下を走らない」「登下校中は決められた通学路を
きまりを守って歩く」等は、１学期から継続して指導をし
ています。注意されたときには危険な行動をやめたとして
も、それからも何度も注意される子どもや、大人の目が届か
なくなると同時につい同じことを始める子どももいます。
また、学校の外のことについては、これまでも地域の方々
から何度もご連絡をいただきました。特に登下校時の正し
い歩き方については、２学期に入ってから、下校時に車と
の接触事故が発生するなど、幸い大きな怪我はしなかった
ものの、十分な注意が必要です。また、自転車について
も、交通事故が起きないのが不思議なぐらい大変危険な乗
り方をしている子どももいたようです。今まで以上に学校ぐ
るみで厳しく指導していきたいと思いますが，厳しいだけで
なく，子どもたちの心に響くわかりやすい指導を心がけま
す。保護者の皆様，地域の皆様ご協力よろしくお願いいた
します。
<３>

