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東部公民館報
県大会、がんばりました！
１１月６日に開催された県中体連新人大会では、女子バスケットボール部は１回戦、湯浅中に勝
ち、２回戦で貴志川中に惜敗しましたがベスト８に入りました。卓球部は男子卓球団体に出場し、保
田中、城南中との予選リーグ１位通過で決勝トーナメントに進出しました。決勝トーナメントでは、
西和中に敗れましたが、ベスト８に入りました。１１月１５日に紀美野町で行われた県中学校駅伝競
走大会では、女子駅伝部は参加４５校中８位、男子駅伝部は参加４７校中７位に入賞しました。１０
月の郡新人大会で優勝し、２月に県大会を控えているサッカー部は、１１月１４日の市民大会でも、
接戦を制し見事優勝を果たしました。

11月は学校開放月間、たくさんの生徒の活動を見ていただきました！
１１月は学校開放月間です。生徒たちは、様々な活動に意欲的に取り組んでいます。生徒たちの活
動をいろんな場所で、保護者をはじめ地域の多くの方々に見ていただいています。一部を紹介しま
す。
【吹奏楽部定期コンサート】
吹奏楽部は昨年度に引き続き、１１月７日（土）、Carry Happiness
Concertを開催しました。体育館にはたくさんの人が集まってくれまし
た。３年生を中心にして日々練習に頑張ってきた成果をこのコンサート
に出し切ってくれました。全１１曲の演奏で、来場者を楽しませてくれ
ました。
【南部センターフェスティバルに出演】
１１月１４日（土）、南部センターフェスティバルに、１年生よさこ
吹奏楽部定期コンサート
いリーダーズと吹奏楽部が出演しました。１年生は、体育大会と弁慶祭
りで取り組んだ『よさこい踊り』を披露しました。吹奏楽部は、３曲の演奏を行い、地域の皆さんに
も喜んでいただきました。
【小学校音楽会に出演】
１１月１５日（日）に開催された田辺第二小学校音楽会に、合唱部と吹奏楽部が招待していただき
出演しました。１１月１８日（水）には、田辺第一小学校音楽会が開催され、合唱部が出演しまし
た。また、合唱部は、１５日、ひがし公民館で開催された「ひがしふれあい秋祭り」にも出演しまし
た。
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文化展・写真展を開催しました。
10月30日（金）～11月１日（日）、東部公民
館大集会室、和室と東陽中学校２階多目的ホー
ルで「東部公民館 文化展・写真展」を開催しま
した。
東部公民館が東陽中学校に併設されてから、
毎年開催しているこの展示会も、今回で７回目
を迎えました。２年前からは、別日程で開催し
ていた文化展と写真展を、同日程で開催し、併
設の東陽中学校生徒を含め、一層多くの方に作
品を見てもらえるようになりました。
また、今回は東陽中学校中庭のバラ園も開放
し、作品を鑑賞したあとに、バラを見て帰られ
る方もいました。
この文化展・写真展を開催するにあたり、地
域の皆様には、作品の出展から、会場の準備、
後片付けなど、さまざまな面でご協力をいただ
き、充実した展示会になりました。本当にあり
がとうございました。

←写真展には、田辺
市外の方も訪れ、作
品を鑑賞していまし
た。

子どもお茶会では、
子どもたちが毎月の
練習の成果を披露し
ました。→

←各地区子ども会
を 通 じ て、第 二 小
学校の児童の作品
もたくさん展示さ
れました。

←中庭のバラ園を開放しました。（左）
←田辺東部郷土史懇話会の記録映像を上映し、来
場者は懐かしい郷土の映像に、見入っていまし
た。（右）

【平成２７年度文化発表会】
１１月１９日（木）、本校体育館で文化発表会を開催しました。たくさ
んの保護者、地域の方々がご来場下さいました。開会式の後、各学年代表
が作文発表を行いました。１年生は尾谷夏泉さん、２年生は中本笙瑛君、
３年生は上門伶奈さんが堂々と発表しました。次に３年生有志による英語
発表が行われました。発表は暗唱で行われ、さすが３年生と思わせるもの
でした。
次に合唱コンクールが行われました。１，２年生は課題曲と自由曲の２
３年生学年合唱
曲、３年生は自由曲を１曲歌いました。どのクラスも三部合唱に取り組み
ました。体育大会が終了してから各クラスで練習に取り組んできました。この合唱コンクールは生徒
と教師が一緒になって創り上げる取り組みで、どのクラスも本番に向けて努力してきました。その結
果、どのクラスもすばらしい合唱を聴かせてくれました。午前最後の発表は，３年生学年合唱の『大
地讃頌』でした。今年の３年生もすばらしい学年合唱を聴かせてくれました。
午後の部は、文化クラブの発表が行われました。合唱部はダンスを取り入れた歌など２曲を、吹奏
楽部は皆さんなじみのアニメメドレーを演奏しました。コンピュータ部は『携帯電話についてのアン
ケート発表』をしました。最後に生徒有志による舞台発表（Ｔ１グランプリ）が行われました。今年
は５組が発表し、会場を盛り上げてくれました。また会場には、文芸部、コンピュータ部の作品、美
術科、国語科、技術科、家庭科の作品、育成学級の作品、各学年の学習の取り組みが展示されまし
た。
保護者の皆様、地域の皆様、合唱コンクールの審査員の皆様、本当にありがとうございました。

主事 大倉 聖秀

東陽中学校の調理実習に参加
11月２日（月）、５日（木）、東陽中学校２
年生の調理実習の時間に、地域の方がサポート
として、生徒の班に加わり、あじを三枚におろ
し、ムニエルにしました。
（生徒の感想）
・魚 を 三 枚 に お ろし たの は 初 め て で、地 域 の
方々に、とてもわかりやすく、やさしく教えて
もらい、とてもおいしくムニエルを作ることが
できました。家でもまた作ってみたいと思いま
した。
・今日は魚の三枚おろしをしました。最初は魚
が怖かったけど、さばいているうちに怖くなく
なりました。自分でさばいた魚はおいしかった
です。

←調理した後
は、皆で美味
しくいただき
ました。
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毎年、実施している東部公民館内の清掃作業
（窓拭きや草抜きなど）ですが、本年度は１月
24日（日）に予定しています。
詳しくは、１月号の公民館報に掲載いたしま
すので、公民館利用サークルの方々
はご参加の程、宜しくお願いいたし
ます。

人材バンク登録者の募集
東部・南部公民館では、地域住民の方の経験
や知識を、学校教育を含む様々な機会に活か
し、地域住民の方の自己実現や生きがいづくり
につなげるため「人材バンク」制度を設け、学
校の教育活動や環境整備、地域の教育活動など
を支援するボランティアを募集しています。
<活動状況>
・学校の調理実習の時間に、
生徒の調理補助
・体験談などのお話
・図書室の本の整理 など
<注 意>
・人材バンクに登録をすると、必ずボランティ
ア活動ができるわけではありません。
学校や公民館の必要に応じてボランティア活
動を紹介します。
・申込みには、特定の資格などの条件はありま
せん。
・登録の有効期間は年度末までとし、更新に制
限はありません。
・登録していただいた内容は、人材バンク以外
では使用いたしません。
問合せ：東部・南部公民館事務局
（℡:25-0360 fax:34-2585）
〒646—0025 田辺市神子浜1-4-66

ベルマークの回収
田辺第二小学校では、ベルマークを集めてい
ます。ベルマークを切り取って集めることで、
学校に役立つものを買うことができます。
東部公民館にベルマークを入れる箱を置いて
いますので、御協力お願いします。
田辺第二小学校ベルマーク委員会
<２>

囲碁ボール大会を開催しました。
11月17日（火）、田辺第二小学校体育館で、
東 部・南部 公民館 健康 体操及 びレク リエ ー
ション教室主催の囲碁ボール大会が開催されま
した。前日には東部公民館で練習会をし、本番
に備えました。
競技をするのが初めての
方ばかりでしたが、皆さん、
和気あいあいとプレーされ
ました。

東部公民館 教室・サークルの紹介
○ヨーガサークル
毎週水曜日 午前10時～（第５曜日を除く）
講師：吉田 早紀 先生
会費：300円/１回
○太極拳サークル
第１・３木曜日 午後７時～
講師：光吉 道子 先生
会費：4,000円/半期
○舞踊サークル「東舞乃会」
第２・３・４金曜日 午後１時30分～
講師：坂東 昌邦哉 先生 会費：12,000円/年
○卓球サークル
第２・４土曜日 午後７時～
代表：福田 和己さん
会費：100円/１回
※会場は、全て東部公民館大集会室
○健康体操及びレクリエーション教室
毎週火曜日 午後７時30分～
場所：田辺第二小学校体育館 会費：無料
☆上記以外にも、コーラスやスポーツ吹矢など
様々な団体が東部公民館で活動されて
います。
問合せ：東部公民館（℡:25-0360）
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平成２７年１２月１日

田辺第二小学校

１２月の行事予定

学校開放月間（１１月）中の１５日～２０日は、本
年度本校の学校開放週間でした。期間中は、多くの保
護者や地域の皆様がお越しになって、子どもたちや学
校の様子をご参観下さいました。
１５日には日曜参観日として校内音楽会を開催しま
した。子どもたちは、これまでの練習の成果を発揮
し、元気な合唱と楽しい合奏を披露することができま
した。低学年は低学年の、中学年は中学年の、高学年
は高学年の良さがそれぞれ表現できていたと思いま
す。
また、東陽中学校の吹奏楽部と合唱部のみなさんに
も花を添えていただききました。木管楽器や金管楽器
の美しい音色、リズミカルな打楽器、小学生とは一味
違う歌声等々、音楽会を大いに盛り上げていただきま
した。当日は、心配していた雨もあがり、体育館は大
勢の皆様方で大変混雑してご迷惑をおかけしました
が、多くの保護者や地域の皆様においでいただきまし
たことに心より御礼申し上げます。

１日（火）校内持久走記録会 第４回育友会理事会 安全点検
明るい笑顔街いっぱい運動
２日（水）学びタイム【漢字】 校内持久走記録会予備日
育友会広報部会
３日（木）テレビ放送、フッ化物洗口
４日（金）学びタイム【計算】
５日（土）人権教育地方別研修会（白浜町）
郡社会科作品展（鮎川小）
６日（日）親子バスピン大会 郡社会科作品展（鮎川小）
７日（月）学びタイム【読書】
８日（火）全校集会 委員会、代表委員会 東部補導委員会
県学習到達度調査(４～６年)学力定着度テスト(１～３年)
スクールカウンセラー来校
９日（水）学びタイム【漢字】 職員会議
１０日（木）フッ化物洗口 なかよし学級クリスマスパーティー
１１日（金）学びタイム【計算】
１２日（土）合唱部練習日10:00～12:00
地域指導者合同研修会（上富田）
１４日（月）学びタイム【学級裁量】 ＡＬＴ来校日
１５日（火）朗読発表（1年） クラブ活動
１６日（水）学びタイム【漢字】
１７日（木）テレビ放送・フッ化物洗口 東陽中体験入学（6年）
なかよし学級・東陽中交流会
１８日（金）学びタイム【計算】
１９日（土）合唱部練習日10:00～12:00
２１日（月）学びタイム【読書】
２２日（火）スクールカウンセラー来校
２３日（水）天皇誕生日
天皇誕生日 合唱部練習日10:00～12:00
２４日（木）２学期終業式 大掃除 合唱部練習日14:00～16:00
２５日（金）ＭＢＳコンクール西日本大会（合唱の部:池田市アゼリア
ホール）東部補導委員会夜間特別補導
２８日（月)仕事納め
３１日（木）大晦日

東陽中学校のみなさん
東陽中学校のみなさん

我が家の子育て体験発表会
また、午後からは、校区外で遊んでいる時などに大
地震が発生した際の避難場所等を登下校路別のグルー
プで確認しました。保護者の方にもご参加いただき大
変有意義な時間を持つことが出来ました。ありがとう
ございました。さらに１７日から開催いたしました校
内絵画展にも多くの皆様に児童の作品を鑑賞していた
だきました。

12月１日（火）、１月８日（金）
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

学校開放月間終了

明るい笑顔・街いっぱい運動
時
場

なかよし
こねずみしゅん

11月20日（金）、東部公民館利用時に津波警
報が発令されたと想定し、田辺第二小学校と東
陽中学校とともに避難訓練を行いました。
公民館を定期的に利用されているサークルの
方々、14名が参加され、併設の東陽中学校の生
徒とともに、公民館からファミールヴィラまで
避難しました。
災害時に備え、各自が
高台までの避難経路を確
認でき、有意義な避難訓
練でした。

ぼくはいつも
どんぐりをポ
ケットにいれてい
る
どんぐりと ぼ
くは
「きってもきれ
ないなか」である

東部公民館の清掃作業について

つまり
どこまでが こ
ねずみで
どこまでが ど
んぐりか
わからないくら
いの
なかよしなので
ある

避難訓練を実施しました。

発表者 緒方 友規 さん （１年保護者）
新
範子 さん （３年保護者）
木本
亮 さん （５年保護者）
栗栖
崇 さん （元育友会長）
毎年恒例の育友会文化部主催「わが家の子育て体験
発表会」が、１０月１６日（金）に行われました。今
年は、元育友会長さんも含め４名の保護者代表の方に
自らの子育て体験を中心とする発表をしていただきま
した。
時 には ユー モ アを 交えな が らの 楽し いお 話で、
あっという間に時間が過ぎました。発表をして下さい
ました４名の方と、ご来場下さった皆様に御礼申し上
げます。ありがとうございました。

ご来校いただきました
来校いただきました保護者
いただきました保護者、
保護者、地域の
地域の皆様ありがとう
皆様ありがとう
ございました。
ございました。今後とも
今後とも田辺第二小学校
とも田辺第二小学校の
田辺第二小学校の教育活動に
教育活動に
ご支援をお
支援をお願
をお願いします。
いします。
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