東陽中学校・学校だより
３月号 平成27年２月23日
平成２６年度も残すところあと一ヶ月余りとなりました。３年生は、３月９日(月)に卒業式を迎えま
す。この１年間、最上級生として、様々な学校行事や部活動の取り組み等で、文化面でもスポーツの面で
も大きな力を発揮してくれました。９年間の義務教育を終えて、それぞれの生徒が、それぞれの進路を選
択していきます。残りの中学生活で、できるだけの学習のまとめをし、４月からのそれぞれの新年度を元
気にスタートして下さい。
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平成27年度 東部公民館サークル・教室の紹介

第３回避難訓練

２月２４日、午後１時３０分から、本校体育館
で立志式が行われます。立志式は、本年度で８回
目を迎え、東陽中学校の大きな行事の一つです。
２年生は、立志式の目的を次のように定めていま
す。

２月６日(金)、本年度３回目の避難訓練を実施
しました。今回は、田辺市町内会南部ブロック合
同避難訓練に参加しました。東海・東南海・南海
３連動型巨大地震(M９超)が発生し、大津波が田辺
湾に押し寄せたと想定した訓練でした。
９時３０分、大津波警報と避難を呼びかける防
災放送とともに、避難訓練が始まりました。本校
は、避難経路を３カ所設定していて、職員による
避難経路の安全確認をまず行い、その後、安全が
確認された２経路で、ファミールヴィラさんの敷
地内に避難しました。訓練開始から約１２分で避
難が完了しました。
今年度も本校は、３回の避難訓練に取り組みま
し た。「率 先 避 難 者 に な る・想 定 に と ら わ れ な
い・最善を尽くす」を常に意識し実行できるよう
に、今 後 も 定 期 的 な 避難 訓 練 を 継 続 し て い き ま
す。訓練にご協力いただいた皆様、ありがとうご
ざいました。

・生きることについて考え、どのような生き方を
したいか理想を追求する。
・将来に対する夢や希望、目標をもち、それを実
現しようと努力する。
・中学校卒業後の進路について真剣に考える。
・最上級生となる自覚を持ち、責任ある言動をと
ることができるようになる。
生徒たちが、中学校生活で成長した自分たちを
確かめ合い、将来に向けて大いなる願い・決意を
高らかに表明します。保護者の皆様、成長した生
徒たちの姿をご覧下さい。

東部公民館では、以下のサークル・教室の開講を予定しています。
また、ここに掲載しているサークル以外にも、東部公民館で定期的に活動している団体（合唱
サークルや健康マージャン等）がありますので、参加してみたい活動がありましたら、事務局まで
問合せください。
教室名／講師

公民館サークル ・教室

２年生、立志式

日時

場所

会費／備考

舞踊サークル「東舞乃会」
坂東 昌邦哉 先生

毎月第２・３・４金曜日
午後１時30分～

東部公民館大集会室

12,000円（年）

太極拳サークル
光吉 道子 先生

毎月第１・３木曜日
午後７時～

東部公民館大集会室

4,000円（半期）

ヨーガサークル
吉田 早紀 先生

毎週水曜日（第５水曜日を除く）
午前10時～

東部公民館大集会室

300円（１回）

卓球サークル
福田 和己 先生

毎月第２・４土曜日
午後７時～

東部公民館大集会室

100円（１回）

ペン習字・編み物サークル
松場 治子 先生

毎月第２・４金曜日
午後７時30分～

東部公民館和室

参加人数に
応じて

健康体操レクリエーション教室
谷本 珠代 先生
寒川 ナミ子 先生 他８名

毎週火曜日
午後７時30分～

田辺第二小学校体育館

無料

１年生、事業所訪問・聞き取り学習
１年生は、２月１０日(火)、『地域に学ぶ事業
所訪問・聞き取り学習』を次の目的を持って実施
しました。
①事業所訪問を通して、人としての価値ある生き
方を考え、自分の将来について深く考える機会
をもたせる。
②勤労に対する聞き取り学習を通して、現在の自
己の能力、適正などを見つめさせ、自分の将来
を考える一助とする。
③地域社会や産業に目を開くとともに、地域への
関心を高めさせる。
本年度は、市内２４カ所の事業所を訪問させて
いただきました。お忙しい中、ご協力いただいた
皆様方、本当にありがとうございました。生徒た
ちは、緊張しながらも真剣に取り組み、仕事に対
する様々なお話を聞かせていただくことができま
した。
来年度、６月には、職場体験学習に取り組みま
す。
生徒たちの職業観・勤労観を育むことを目的とす
るキャリア教育の実施にご協力よろしくお願いし
ます。
<４>

文芸部、ウォークラリー実施に協力！
２月２８日(土)、東部公民館主催のウォークラ
リーが開催されます。東部公民館、田辺第二小、
東陽中学校でつくる実行委員会が、「地域を知っ
てもらうこと」を目的として開催します。本校文
芸部は、この開催に大きく貢献しています。文芸
部が２学期に取り組んだ地域調べをもとにして、
７カ所のチェックポイントのクイズを考えたり、
ウォークラリー参加者が持って歩くパンフレット
の制作に協力しました。また、当日は、受付やス
タートの誘導、表彰式の司会なども担当します。
地域の行事の開催に大きな役割を果たしてくれて
います。

１年生、保育体験学習
２４日(火)、２６日(木)、１年生は家庭科の単
元「家族・家庭と子どもの成長」で、保育体験学
習に取り組みます。立正幼稚園さんにご協力いた
だきます。「ふれあいの体験を通して、幼児への
理解と関心を高めるとともに、幼児と適切にかか
わることができるようにする」を学習課題にして
取り組みます。

※参加人数によって、会費の額が変わる場合があります。

東部公民館の清掃作業

東部なでしこの会が表彰

去る１月25日（日）に東部公民館の清掃作業
を行いました。東部公民館を定期的に利用され
ているサークルの方々に声をかけ、当日は40名
もの方に御協力いただきました。
窓拭きやトイレ掃除、駐
車場の草ぬきなどをし、公
民館はすっかりきれいにな
りました。皆様、ありがと
うございました。

東部公民館で活動されている「東部なでし
この会」（代表：石橋 誠子）が、和歌山大学
介護予防地域支援プロジェクトから「シニア
エクササイズ」運動プログラムを活用した公
認運動グループとして認定され表彰されまし
た。
東部なでしこの会は、平成23年度から田辺
市やすらぎ対策課と東部公民館共催の教室と
して発足し、現在は自主サークルとして、毎
週火曜日午前９時30
分から活動されてい
ます。今後も、益々
のご活躍を期待して
います。おめでとう
ございました。

明るい笑顔・街いっぱい運動
３月２日（月）、４月10日（金）
時
場

間／午前７時30分～午前８時
所／学校付近、交差点など

<１>

４月１２日（日）は
和歌山県議会議員一般選挙の投票日

平成27年春季全国火災予防運動
３月１日（日）から３月７日（土）までの一週
間、全国一斉に「春季全国火災予防運動」が実施
されます。

任期満了に伴う和歌山県議会議員一般選挙
は４月３日（金）に告示、４月１２日（日）
に投票が行われます。私たちの声を県政に反
映させる代表者を選ぶ大切な選挙です。棄権
したり無効票を投じることなく、有意義な一
票を投じましょう。

平成26年度全国統一防火標語

「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」
問合せ：田辺市消防本部予防課（℡:26-9954）

軽自動車等の廃車・名義変更はお早めに
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課
税されます。
すでに車体を廃棄・譲渡している場合や、下取
りに出している場合でも、４月１日までに登録抹
消等の手続が完了していないと課税されてしまい
ますので、業者等に手続を委託している場合は、
手続が完了しているかご確認ください。
問合せ：田辺市税務課庶務係（℡:26-9919）
<２>

○期日前投票
選挙期日に投票できない見込みの人は、期
日前投票制度等をご利用ください。投票所入
場券をお持ちください。（無くても選挙人名
簿に登録されていれば投票できます。）
期 間：４
４月４日（土）から４月11日（土）
までの８日間
時 間：毎日午前８時30分～午後８時
場 所：市役所本庁、各行政局（龍神、中辺
路、大塔、本宮）
問合せ：田辺市選挙管理委員会
(直通℡:26-9945、市役所代表℡:22-5300）

かぜにの せて
あ げはゆ りこ

田辺市選挙管理委員会・田辺市明るい選挙推進協議会

田辺第二小学校

はなの そばで
ひらひら はば たくと
ちいさな かぜが う
まれます

神濱一正とは
天保９年（1838）３月６日、鮎川村加茂（現
上富田町）に田上円六の三男として生まれる。
本名は萬平、のち民蔵。
少年時代から絵画、彫刻に天分があったとい
われる。
安 政 ７ 年（1860）１ 月、神 子 浜 村（現 田 辺
市）の酢醸造家・民右衛門の婿養子となり、家
業に専念する。
まもなく、田辺を離れて大阪、東京に遊び、
彫刻の修行に励む。約10年後、明治13年ないし
14年ごろに神子浜に帰って
からは、終生を在野の彫刻
家として制作に励み、多く
の作品を遺した。「一正」
を雅号としている。
人柄は、恬淡として、物
に拘わらなかったという。
大正６年（1917）２月10
日、79歳で逝去した。

平成２７年２月２７日

かぜにのせ

第４３０号

ちいさな

防火水槽の水をポン
プを使ってくみ出し
ています。
→

場

間：２月27日(金)～３月25日(水)
※田辺市立図書館の開館時間のみ
所：田辺市立図書館（たなべる）
※図書館カウンター前

て

←ダンボールを使っ
たパーテパーティショ
ン（間仕切り）づくり

期

はなのか おりを
そらにと どけま す

去る２月７日（土）、東部公民館を会場に、
和歌山大学防災研究教育センター客員教授の今
西武先生をお招きし、人権学習会、第４回東南
部地域カレッジを開催しました。
当日は、72名もの方が参加され、防災のお話
や、避難所でのダンボールを使ったパーティ
ション（間仕切り）づくりや、中庭でペール缶
を利用し、火をつける方法など、災害を乗り切
る防災対策について教わりました。
また、講演終了後には、東陽中学校体育館前
にある防火水槽の水のくみ出し方を、田辺市水
道部の岩崎主任技能員より教わりました。
東陽中学校体育館
前の防火水槽は、水
が循環しているため、
災害時には、飲料水
としても使用できる
そうです。

するとそ らに
はなのかおりが しみ
こんで
・・ ・・・
ほら しんこきゅうし
てごらん
せかいは
「はる」でいっぱいです

神濱一正の作品展

人権学習会を開催しました。

学校だより

いよいよ３月です!

３月の行事予定

「１月は往ぬ（行く），２月は逃げる」
の言葉どおり，１月，２月もあっと言
う間に日が過ぎ，間もなく３月を迎え
ます。３月は１年間のまとめをする月
です。
子どもたちには，現在の学年でつけなければならな
い力をきちんとつけて進級や進学を迎えてもらいたい
と思います。「３月は去る」と言われるように，卒業
式や修了式もすぐにやってきます。３月の授業日数は
式の日も含めてわずか17日(６年生は16日)です。学校
でも全力で指導していきますので，ご家庭でもご協力
をお願いしたいと思います。６年生のみなさんは残り
少ない小学校生活を有意義に過ごし，楽しい思い出を
つくって下さい。

２日（月）明るい笑顔街いっぱい運動 登校指導 学びタイム
６年生を送る会 クラブ活動
３日（火）校長訓話 音楽集会 ６年生お別れ遠足 育友会理事会
４日（水）漢字･計算 卒業式式場づくり 卒業式練習開始 職員会議

合同防災訓練が行われました!
２月６日（金），田辺市町内会南部ブロック（11町
内会）合同防災訓練「大津波避難訓練」に合わせ，避
難訓練を行いました。
昨年度は現在の校舎では初めての訓練ということも
あり，校舎から避難する児童と屋上に避難される地域
の方々とが交錯しないよう，市の訓練実施時刻と本校
の訓練実施時刻を10分ずらして実施しました。今年は
時間をずらさずに実施しましたが，校舎の外階段を下
りていく児童と屋上に向かって上ってこられる地域の
方々がお互いに譲り合ってスムーズに訓練ができまし
た。また，今回は立正幼稚園前経由ではなく東陽中学
校横経由の少し長い避難コースでしたが，初めて通る
１年生も遅れることなく，無事に避難場所のファミー
ル・ヴィラに到着しました。
これまで何度も訓練を重ねてきて
いるだけあって，どの学年も素早く
整然と行動できましたが，正門前を
横断するときの混雑や，（訓練当日
の体調不良のため）屋上に避難する
児童の移動の仕方などの課題も挙げ 緊急地震速報発報
端末機
られます。今後の指導に生かしてい
きたいと思います。今回の訓練も，
大勢の皆様のご協力を得てスムーズに進めることがで
きました。ご協力ありがとうございました。
訓練終了直後，職員室の緊急地震速報発報端末機が
鳴りました。テレビをつけたところ徳島県で震度５強
の地震が発生したと報道されていました。（津波の危
険はありませんでした。） 地震は本当にいつ何時起
こるかわからないということを実感しました。今後も
地域，家庭，学校ぐるみで非常時に対応できればと思
います。よろしくお願いします。

広報部会

５日（木）TV放送･フッ化物洗口
６日（金）全校読書 ALT授業 児童会役員候補者演説会・投票
８日（日）東部補導委員会 市民なわとび大会
９日（月）学びタイム 市立中学校卒業式 委員会・代表委員会
１０日（火）芝生張り作業
１１日（水）漢字･計算 職員会議
１２日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
１３日（金）合唱部卒部式
１９日（木） 卒業式総練習
２０日（金）卒業式全体練習 大掃除 式場づくり 給食最終日
２１日（土）春分
春分の
春分の日
２３日（月）第１２６回卒業証書授与式
２４日（火）平成２６年度修了式 １年生お迎え練習
２５日（水）春休み～
３１日（火）離任式(予定)

運動場整備が大詰めです！
現在運動場は，土を入れたり，入
れた土をならしたりする作業が進ん
でいます。先日は照明の点灯テスト
を行いました。防球ネットも既に設
置されています。校舎周辺整備工事
もいよいよ大詰めを迎えています。
すでにお知らせしましたとおり，３月10日に運動場
の芝張り作業を行う予定です。地域の皆様方にもお声
がけをさせていただきました。保護者の皆様もぜひご
来校下さい。ご協力よろしくお願いいたします。

親子料理教室開催！
２月22日(日)に赤堀展也氏を講師に
お迎えし，文化部主催の親子料理教
室が開催されました。低学年から高
学年までの児童がおうちの方と一緒
に餃子をつくり，楽しいひとときを
過ごしました。

登下校時の
登下校時の児童の
児童の安全確保にご
安全確保にご協力下
にご協力下さい
協力下さい！
さい！
紀の川市で児童殺害事件が発生しました。本校校区
を含む当地方でも不審者等に関する事案が頻発してい
ます。先日来，田辺警察署や青少年センターの方々が
巡回を強化して下さっています。学校でも学校周辺の
見回りを実施しておりますが，保護者，地域にお住ま
いの皆様方にも登下校時の児童の安全確保にぜひご協
力いただければと存じます。校区協議会などの地域諸
団体の方々との交流の場でもお願いをさせていただき
ます。どうぞよろしくお願いします。
<３>

