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東部公民館報
田辺・西牟婁中学校新人総合体育大会が開催され健闘しました！
10月17日(土)、18日(日)、田辺・西牟婁中学校新人総合体育大会が開催されました。新チームによ
る最初の郡大会でした。それぞれのクラブは県大会への出場を目指し、全力で頑張りました。その中
で、卓球部男子団体、女子バスケットボール部、サッカー部が優勝しました。この大会で力を発揮で
きた人も、力を十分に発揮できず悔しい思いをした人も、来年度の大会に向けて、２年生を中心に各
クラブで練習にしっかりと励んで下さい。
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第３回ふれあいバスピン大会の開催
サッカー部、優勝！
１回戦、明洋中に快勝。次の準決勝の上富田中
とは延長戦となり、１対０で勝ちました。決勝
は、田辺中と対戦し２対０で勝ち、見事、失点０
で優勝しました。来年、２月６日、岩出市で行わ
れる県大会に出場します。

【剣道部】
３校のリーグ戦に出場しました。善戦しました
が、惜しくも敗れました。
【野球部】
１回戦、富田中学校と対戦しました。前半は接
戦となりましたが、惜しくも１回戦で敗退しまし
た。

和歌山県発祥のスポーツであり、田辺第二小学校区に強く根付いているバスケットピンポンを通
じて、地域間・世代間の交流促進を図ることを目的として開催します。

日

時

11月29日（日）

場

所

田辺第二小学校体育館（駐車場は、東陽中学校体育館前と東部公民館駐車場がありま

女子バスケット部、優勝！
準決勝は、上富田中に勝ちました。決勝は、高
雄中と対戦し、延長戦の末に勝利し、見事優勝し
ました。11月７日、和歌山市で行われる県大会に
出場します。

文化クラブの活動の紹介
【文芸部】
東部公民館文化展・写真展(10/30～11/1)への
出品、本校文化発表会に向けて作品づくりに取り
組んでいます。

すが、できる限り徒歩等でお越しください。）

対

象

田辺第二小学校区の児童・保護者、東陽中学校区の生徒・保護者
一般、公民館長が許可したもの

試

合

小学 生、中学生 だけでの
団体戦（３人で１チーム）
参加 は、保護者 同意の上
トーナメント戦（低学年の部・高学年の部）
で申込をお願いします。
３セットマッチ（11点）
※敗者戦はありません。
※申込者から指定の無い限り、事務局でチームを割り振ります。
※チームは児童２名と一般１名の組合せですが、参加数によっては、この限りでは
ありません。

卓球男子団体、優勝！
男子団体は、準決勝で上富田中と対戦し、接戦
の末、３対２で勝ちました。新庄中との決勝戦も
接戦となりましたが、３対２で勝利し、見事優勝
しました。個人の入賞者は次の通りです。
女子個人１位
佐野夏希(２年)
男子個人２位
赤木優也(２年)
男子個人３位
米田康平(２年)
卓球部は、11月７日、白浜町で行われる県大会
に出場します。
【女子ソフトテニス部】
団体の予選リーグを１位通過。準々決勝に進出
しましたが、日置中に惜敗し、ベスト８。
個人の部では、次のペアが入賞し、11月７日、
白浜町で行われる県大会に出場します。
女子個人５位 谷田芽依（２年）・上山樹梨夏
（２年）
【バレー部】
４校による予選リーグで、白浜中、新庄中・上芳
養中連合チームに勝ち、上秋津中に破れました。２
日目、衣笠中と対戦し、惜敗しましたが、ベスト８
に。
【男子ソフトテニス部】
団体の予選リーグを１位通過し、準々決勝で高
雄中と対戦しましたが惜敗しました。ベスト８。
【男子バスケットボール部】
準決勝で、高雄中学校と対戦しました。接戦と
なりましたが、惜しくも敗れました。
<４>

※予備日、無し
練習･受付：午後４時00分～午後４時50分
開 会 式：午後５時00分～
終
了：午後７時30分（予定）

【コンピュータ部】
東部公民館文化展・写真展への出品、文化発表
会に向けて取り組みを進めています。
【合唱部】
小学校音楽祭への参加、各種発表会に向けて取り
組んでいます。
11月15日(日) ひがしふれあい秋祭り
田辺第二小学校音楽祭
11月18日(水) 田辺第一小学校音楽祭
11月19日(木) 文化発表会
11月20日(金) 郡市音楽会
【吹奏楽部】
11月７日(土)午後１時30分から、本校体育館で
定期コンサート(Carry Happiness Concert)を開
催します。また、小学校音楽祭への参加、各種発
表会に向けて取り組んでいます。
11月14日(土) 南部センターフェスティバル
11月15日(日) 田辺第二小学校音楽祭
11月19日(木) 文化発表会
11月20日(金) 郡市音楽会
12月23日(水) アンサンブルコンテスト

【県大会の結果】
県中学校秋季陸上競技大会の結果 (10/10田辺
ＳＰ)
２年女子８００ｍ
２年男子３０００ｍ
２年女子８００ｍ
共通女子１５００ｍ

１位
２位
７位
８位

天野美生
山本涼介
山本裕香
山本千聖

練習日

①11月６日（金）
②11月９日（月）
③11月17日（火）
④11月26日（木）
いずれも、開始：午後７時30分～、会場：東部公民館大集会室

締切り

11月16日(月)までに東部公民館へ

＜問合せ・申込先＞
東部・南部公民館事務局（田辺市神子浜1-4-66 TEL:25-0360 FAX:34-2585）

３町合同敬老会が開催されました。

初級パソコン教室の感想

９月23日（水・祝）にファミールヴィラ・神
田・神子浜３町合同敬老会が、東部公民館で開
催されました。
来場者の方々は町内会をはじめ、各種団体に
よる様々な催しを楽しまれま
した。
また、靴の置忘れがありま
した。心当たりの方は、公民
館まで。

８月から開催している初級パソコン教室に参
加した生徒の感想をご紹介します。
・今日は初めて、僕が先生になってパソコンの
使い方を、地域の方に教えました。いろいろな
基礎知識を教えることがで
きてよかったです。僕も勉
強になりました。
（１年・男子）
<１>

東部・南部公民館健康体操及びﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ教室主催

囲碁ボール大会の開催
東部・南部公民館健康体操及びレクリエー
ション教室では、館区住民の健康増進と、地域
間の交流促進のため、以下の通り囲碁ボール大
会を開催します。
申込みは、一人からでも大丈夫です。お気軽
にご参加ください。
日 時：11月17日（火）午後７時30分～
会 場：田辺第二小学校体育館
持ち物：体育館シューズ
締切り：11月12日（木）
＜申込先・問合せ＞
東部・南部公民館事務局
田辺市神子浜1-4-66（℡:25-0360）

新成人意見発表者募集
社会・友人・職場等についてや将来の希望や抱
負など、自由な意見を発表してください。
応募資格：田辺市の新成人（上記参照）で、
成人式当日出席可能な方
募集人数：１名
応募規格：２，０００字程度（４００字詰め原
稿用紙５枚）に意見をまとめて応募
してください。
応募方法：直接、生涯学習課まで持参するか、
住所・氏名・電話番号を明記の上、
下記へ郵送してください。
締
切：平成27年11月20日（金）
決
定：応募いただいた方の中から書類等選
考後、本人に直接お知らせします。
選考の結果、新成人意見発表者に選
ばれた方には、記念品を進呈いたし
ます。
＜問合せ・申込先＞
田辺市教育委員会 生涯学習課 公民館係
（担当：熊野・中原）
田辺市高雄一丁目23－１ 田辺市民総合セン
ター内 TEL：26-4925 FAX：25-6029

第４３９号

☆囲碁ボールとは、
基盤に見立てた人工芝の専用マットと、白黒
のボール、木製スティックを用いて、五目並べ
をおこなうニュースポーツです。

日

時：11月19日（木）
午後１時30分～午後３時30分（予定）
場 所：南部センター（田辺市末広町11-3）
講 師：奥 幸博 先生
（つぼみ介護サービス代表取締役）
申込み：不要
問合せ：南部公民館事務局（TEL:25-0360）

明るい笑顔・街いっぱい運動

本年度の学校開放週間は11月15日(日)～20日
(金)です。
15日は日曜参観日で，午前中は校内音楽会を開
催します。今年も東陽中学校の合唱部や吹奏楽部
の皆さんがすばらしい合唱や演奏を披露してくれ
る予定になっています。また、午後は防災安全学
習を実施して、下校するコース等にあわせて避難
場所の確認を行います。
17日（火），18日（水），19日（木）は校内絵
画展です。今年も公開日は、３日間となります。
17日の５時間目を全校一斉の公開授業と設定し
ています。もちろん，６時間目のクラブ活動や17
日以外の日のどの授業も自由にご参観いただけま
すのでおいで下さい。
以上のような取り組みを行います。たくさんの
皆様のご来校をお待ちしています。どうぞよろし
くお願いします。
なお、開放期間中には、19日（木）に紀南文化
会館で郡市音楽会が開催され、本校から４年生と
６年生が代表として参加しますし、20日（金）に
は中学校と合同避難訓練（津波避難訓練）を実施
する予定ですので、時間がございましたら、そち
らの方もご覧下さい。

１日（日）きのくに学びの日 東部公民館作品展２日目
郡陸上競技記録会（予備日）
２日（月）学びタイム【読書】 登校指導
明るい笑顔街いっぱい運動
３日（火）文化の日
４日（水）学びタイム【漢字】
５日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
国語教育研修会（筑波大附小白石先生来校）
６日（金）学びタイム【計算】
７日（土）郡美術作品展１日目（三栖小）
８日（日）郡美術作品展２日目（三栖小）
９日（月）学びタイム【学級裁量】
10日（火）全校集会【学校長訓話】 委員会・代表委員
会 スクールカウンセラー来校 東部補導委員
会 生活点検開始
11日（水）学びタイム【計算】
12日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
13日（金）学びタイム【計算】 校内音楽会会場準備
14日（土）校内バスピン大会
南部センターフェスティバル１日目
15日（日）◇学校開放週間～２０日
校内音楽会(日曜参観日)
南部センターフェスティバル２日目
16日（月）振り替え休業日 生活点検終了
17日（火）校内絵画展１日目
全学年公開授業（５限） クラブ活動
18日（水）学びタイム【学級裁量】 校内絵画展２日目
わくわく集会 ５年福祉体験学習
19日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 校内絵画展３日目
ベルマーク整理（５年） 郡市音楽会（紀南文
化会館）4,6年出場
20日（金）学びタイム【計算】 合同避難訓練
21日（土）県学校美術展１日目（中辺路小）
22日（日）県学校美術展２日目（中辺路小）
23日（月）勤労感謝の日 神子浜子ども祭
24日（火）体育集会（低）音楽集会（高）
スクールカウンセラー来校
25日（水）学びタイム【漢字】 ＡＬＴ授業 航空写真撮影
26日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
英語授業研究会（本校）
27日（金）学びタイム【学級裁量】
28日（土）田辺市生涯学習フェスティバル１日目
（市民総合センター）
29日（日）公民館バスピン大会（本校体育館）
生涯学習フェス２日目（市民総合センター）
30日（月）学びタイム【読書】

＜校内絵画展について＞
今年の校内絵画展を下記の日程で開催
します。ぜひご鑑賞下さいますようご案
内申し上げます 。

◇日

◇場

時 11月17日（火）9:00～19:00
11月18日（水）9:00～19:00
11月19日（木）9:00～16:30
所 田辺第二小学校 体育館

児童会後期役員紹介！
後期児童会役員選挙が実施され、新しい役員が
選出されました。前期に引き続き，朝のあいさつ
運動をはじめ、精力的に活動に取り組んでくれて
います。これからも田辺第二小学校のリーダーと
して，力を存分に発揮してくれることと思いま
す。新役員の皆さんをご紹介します。
前期児童会役員のみなさん，今までおつかれさま
でした。
長

大谷 光騎(６年)

副会長

福山 華恵(６年)

龍神 咲奈(５年)

書

濱本 莉子(６年)

藤原 理央(５年)

会

11月２日（月）、12月１日（火）
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

学校だより

１１月の行事予定

南部公民館文化委員会 主催

「介護予防のお話し」

田辺第二小学校

学校開放週間の取り組みについて

◎囲碁ボール練習会
日 時：11月16日（月）午後７時30分～
会 場：東部公民館
持ち物：不要

平成２７年１０月３０日

あきのひ

時：11月20日（金）
集
合：午前９時50分
避難開始：午前10時～
集合場所：東部公民館大集会室
対
象：東部公民館を定期的に利用されてい
るサークルの方々
避難場所：ファミールヴィラの空き地
※雨天の場合や、判断に迷う場合、東部公民館
（℡：25-0360）まで問合せください。

時：平成28年１月10日（日）
【受 付】午前10時30分～
【開 会】午前11時00分
場 所：紀南文化会館 大ホール
対 象 者 ：田辺市の新成人
（平成７年４月２日～平成８年４月１日までに
生まれた方）
※市外に住所を移している方で、成人式の案内
を希望される方は、生涯学習課までご連絡くだ
さい。なお、当日会場でも受付しています。

のぎくみちこ

日

日

かぜが
とおりすぎまし
た
わたしは はな
びらを
ゆすりました
だれかに よば
れたきがして
ふりかえると

東部公民館では、今後予想される東海・東南
海・南海大地震による津波などの災害に備え、
併設の東陽中学校及び館区内の学校との合同避
難訓練を以下の通り実施します。
東部公民館を定期的に利用されるサークルの
方々は、ぜひご参加ください。

ゆうひが くる
くると
しずむところで
した

成人の日記念式典

避難訓練のお知らせ

記

<３>

