東陽中学校・学校だより
４月号 平成27年３月23日
３月９日(月)、第６６回卒業証書授与式が行われ、１１９名の３年生が本校を卒業しました。最上級生
としてのこの１年、３年生は様々な場面で学級の力を、学年の力を大いに発揮してくれました。卒業式で
は、一人一人が堂々とした姿で卒業証書を受け取りました。また、全員で歌った卒業の歌「桜の季節」
は、大きな感動を与えてくれました。この１年間、「学校の顔」として様々な取り組みを引っ張ってくれ
た３年生の皆さん、本当にありがとうございました。そして、これからの日々もしっかりがんばって下さ
い。
明日(２４日)は、平成２６年度の修了式です。１，２年生もこの１年間、いろんな取り組みで力を発揮
してくれました。４月からはそれぞれが次の学年に進級します。２年生は最上級生として、また、１年生
は「新入生の先輩」として、がんばってくれることを期待します。
保護者の皆様、地域の皆様、本年度も本校の教育活動に対し、ご理解ご協力いただきありがとうござい
ました。来年度もどうかよろしくお願いします 。

卒業式、答辞から
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東部公民館について
東部公民館は昭和31年に設置され、田辺第二
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立志式、決意の言葉から

（略）１年生の皆さんは、４月からは先輩となり
ます。先輩としての自覚を持ち、これまで先輩か
ら教わったことを後輩に教えてあげて下さい。
２年生の皆さん、４月からは東陽中学校の最高
学年となります。品位と賢さという伝統を受け継
ぎ、この学校のリーダーとして引っ張っていって
下さい。これからの東陽中学校を皆さんに託しま
す。皆さんの活躍を心より期待しています。
ご来賓の皆様、地域の皆様、本日は私たち卒業
生のためにご多忙の中、ご出席いただきありがと
うございます。登下校中にやさしく声をかけてく
ださった地域の皆様、私たちを見守って下さり本
当にありがとうございました。これからも、私た
ちの後輩をよろしくお願いします。
校長先生をはじめ諸先生方。３年間のご指導あ
りがとうございました。クラブ活動では、最高の
舞台へと導いて下さり、学校行事では私たちと同
じように楽しみ、喜んで下さいました。私たちが
反抗してしまったこともありましたが、優しく見
守り最後まで指導して下さいました。先生方に教
えていただいたたくさんのことは、これからも忘
れません。先生方と過ごした３年間は大切な宝物
であり、かけがえのないものとなりました。
最後に、お父さん、お母さん。これまで私たち
を 育 て て 下 さ り、本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し
た。つらいことがあった時、悩んでいた時、いつ
もそばにいてくれた両親には、本当に感謝してい
ます。まだまだこれからもたくさんの迷惑をかけ
ると思いますが、よろしくお願いします。
これから私たちは、それぞれの道を歩んでいき
ます。今までは用意された道を歩んできました。
しかし、中学校卒業を機に、自分で道を選び，途
中で立ち止まることがあっても、ゆっくりと一歩
ず つ 信 じ た 道 を 歩 ん で い き た い と 思 い ま す。
（略）

２月２４日(火)第８回立志式が行われました。
２年生一人ひとりが、将来に向けての願いや決意
を表明しました。立志記念合唱『ひまわりの約
束』も、大きな感動を与えてくれました。

昨年度は、グラウンドゴルフ大会、ふれあい
バスピン大会、文化展・写真展、料理教室や人
もともと神子浜・東山・文里は、神子浜町内

（略）そ し て 今 日、私 た ち は 立 志 式 を 迎 え ま し
た。支え合い、競い合い、高め合う、そんな友だ
ちの存在がなければ、ここまで来られなかったと
思 い ま す。ま た、先 生 方、こ こ ま で 温 か く 見 守
り、熱心な指導をして下さり、ありがとうござい
ました。
そしてお父さん、お母さん、今まで私たちを大
切に育てて支えてくれたことに、本当に感謝して
います。今まで心配させたり、困らせたり反抗し
たこともありましたが、お父さんや、お母さんの
子どもであることを誇りに思います。
（略）社会の中で、自分たちでルールを守り、正
しい判断と行動ができる立派な大人になること
が、自分たちの明るい未来を作り、社会を切り拓
いていくことになると強く感じています。何事も
努力なしでは始まりません。焦らず、確実に積み
重ねて大きな実を結べるように、自分の道を一歩
一歩大切に歩んでいきたいと思います。いつも自
分の夢がかなうとは限りません。しかし、あきら
めず何度も何度も挑戦し続ける人間になりたいと
思います。
あと中学校生活も約一年となりました。残りの
時間をむだにせず、有意義に過ごしたいと思いま
す。勉学、クラブ活動に励み、悔いの残らないよ
うに、夢に向かってさらに向上できるよう努力し
たいと思います。できる、できないではなく、や
ろうとしているか、していないかが大切だと思い
ます。私たち１１４名は、これからも頑張ってい
きます。
平成２７年２月２４日
立志生代表

平成２７年３月９日

5,546人の地域です。（平成27年２月末時点）

砂野はるか

材バンクの創設、人権学習会、ウォークラリー
会として一つでしたが、早くから宅地開発が進
などの事業を実施しました。また、地域の方の
み、３町内会に再編され、後に東山町内会から
ご協力により、東部公民館のホームページを開
上浜田町内会が分離し、現在の町内会体制とな
設し、幅広い広報活動が展開できました。
りました。館区の人口は、平成10年度以降、減
少傾向に転じ、少子高齢化が進んでいます。
公民館は、地域の皆様の主体的な活動を育む
場であり、地域の皆様のご支援とご協力によっ
東部公民館は、東陽中学
校の正門を入り、左手に
見える体育館の裏にあり
ます。
→

て成り立っています。様々なサークル活動や行
事が行われていますので、お気軽に公民館に足
を運んでください。

貸館について
平成21年度まで、東部公民館には館が無く、

・利用する前に、使用許可申請書を提出しま

他施設を借りて活動をしていましたが、東陽中

す。また、定期的に利用する場合は、団体

学校の改築と併せて、中学校内に東部公民館が

登録票の提出が必要です。

併設されました。
現在、地域の方のサークル活動や、東陽中学

・使用許可申請書、団体登録票は、東部公民館
に置いている他、東部公民館のホームページ

校のクラブ活動などに利用され、昨年度は、延

からもダウンロードできます。

べ570団体、約8,700名の方が利用されました。

（http://toubu.higoyomi.com）

＜利用する際の注意事項＞

その他、ご不明な点は東部公民館事務局まで

・利用時間は、午前９時～午後９時までです。

お問合せください。なお４月から東部公民館の

・政治活動、宗教活動、営利目的、暴力団関係

fax番号が変更します。

者、また個人の利用はできません。

（℡:25-0360

fax:34-2585）

卒業生代表 宮﨑理央
<４>

<１>

２月28日（土）ウォークラリーを開催し、39
グループ、約150名が参加されました。
参加者は、７つのチェ
ックポイント（神楽神社
・日吉神社・雨降り地蔵
・祇園八幡社・覚照寺・
磯間岩陰遺跡・神子浜会
館）を歩いてまわりまし
↑参加者の受付をする
た。各チェックポイント
東陽中学校文芸部
には、東陽中学校文芸部
がつくった地域にまつわ
るクイズがあり、そのク
イズの正解率と、まわり
終えた時間と設定した時
3月１日付 紀伊民報提供
間との誤差で順位を競い
↑クイズを考える参加者
ました。
問題を作成してくれた東陽中学校文芸部をは
じめ、委員としてご協力いただいた皆様、あり
がとうございました。上位入賞者は、以下の通
りです。（敬称略）

＜種目＞
・サッカー（昼・夜）・バレーボール
・卓球
・ミニバスケットボール
・陸上
・太極拳
・ソフトテニス
※各種目の情報（日程・場所等）は、クラブ
ホームページ（http://ess.moo.jp/p/）を
ご覧ください
＜年会費＞
中学生以下 4,000円 (内保険料 800円）
一般
6,500円（内保険料 1,850円）
問合せ：ESスポーツクラブ
会長 谷本 禮三（℡:090-7484-3279）
申込先：東部公民館
（田辺市神子浜1-4-66 ℡:25-0360）
※詳しくは、各学校や公共施設に
おいている会員募集チラシを、
ご参照ください。

市民体育祭の開催
１位

井上
井上
２位 三宅
３位 城戸
殿山

恵子、芝 龍之介、寒川 峻輔
誠視
真帆子、三宅 拓治、榎本 祥示
玲央、上杉 洸晴、阪本 和一
真悟、深瀬 生織

舞踊サークル 東舞乃会よりお知らせ
皆様、お元気ですか。私たち東舞乃会も、今
年で発足７年目を迎えました。
最初は見ていただくのも、恥ずかしいばかり
でしたが、最近は少しうまくなったかもしれま
せんよ。今、７周年記念の発表会のため、練習
に励んでいます。
７月18日（土）に、おさらい会を開きます。
皆様の温かいご支援、よろしくお願いします。
また、新しいお友達の入会もお待ちしていま
す。美容と健康に
とってもいいです
よ！
舞踊サークル
東舞乃会

明るい笑顔・街いっぱい運動

・グラウンドゴルフ
日 時：５月10日（日）午前９時～＜開会式＞
場 所：神島台運動場
締切り：４月25日（土）
【申込み・問合せ】
田辺市グラウンドゴルフ協会
会長 坂本 端夫（℡：36-0220）
・ソフトバレーボール
日 時：４月29日（水･祝）
午前８時50分～＜開会式＞
場 所：田辺市体育センター
締切り：４月21日（火）※ハガキで申込むこと
【申込み・問合せ】
田辺市ソフトバレーボール協会事務局
久保 加津雄 （℡：26-0206）
〒646-0054 田辺市江川39-14

スポーツ吹矢をしませんか
スポーツ吹矢は基本動作をし、スポーツ吹矢
式呼吸法をすることで、健康増進につながりま
す。また、的を狙って矢を吹き、得点を競うス
ポーツです。紀の国わかやま国体のデモンスト
レーション競技としても、スポーツ吹矢がおこ
なわれます。

４月10日（金）、５月１日（金）
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

＜申込み・問合せ＞
紀の国田辺支部 砂野 泰男
℡：090-3464-3200

第４３１号

平成２７年３月２３日

田辺第二小学校

しんぴん のあさ
かたつ むりで んきち

ＥＳスポーツクラブの会員募集

まいにち おんなじ
みたいだ けど
まいにち いろんな
ことがお こる
こりゃおどろいた
おやびっ くり
へへえなるほどな
ふうんそ うか
まいにち しんぴん
のあさが きて
ぼくのめ まいにち
びっくり め！
つんつんのばして
びっくり め！

ウォークラリーを開催しました。

学校だより

ご卒業おめでとうございます！

お祝いのメッセージ

６年生のみなさん，ご卒業おめでとうございます。
男子４０名，女子４２名，合計８２名の巣立ちです。
中学校でも自分の目標に向かって精一杯頑張って下さ
い。
３月に入り白浜へのお
別れ遠足や調理実習など
の行事が続く中，２日に
「６年生を送る会」が開
催されました。
第１部は，１年生から
６年生までの縦割りグル
ープでゲームなどが行わ
れました。第２部は体育館に全校児童が集合し，在校
生が歌をプレゼントしたり，みんなでクイズを楽しん
だりしました。お世話になった６年生への感謝の気持
ちを表すとともに，卒業をお祝いしました。
当日は５年生・実行委員会が中心となって，準備か
ら運営まで頑張ってくれました。５年生は６年生から
最高学年のバトンを引き継ぎますが，安心して任せる
ことができそうです。全校が一斉に行う最後の行事で
したが，６年生にとって思い出に残るものになったこ
とと思います。

ご卒業おめでとうございます。旧校舎から新校舎へ
の引越し，運動場の芝生化など，本当の意味で新しい
校舎が完成しましたね。みなさんは，新しい校舎とと
もに新しい田辺第二小学校を築いてくれました。
楽しいこと，悲しいこと，うれしいこと，くやしい
こと，多くのことを経験した六年間だったことでしょ
う。きっと全ての経験が次への力になると信じていま
す。これから始まる中学校生活。その力をエネルギー
に変え，まっさらな気持ちで新しいスタートを切って
下さい。
上芳養小学校
村上 久美子 先生

在校生から６年生へ
◇ 今日は，６年生を送る会が
ありました。今まで，６年生には
いろいろなあそびをしてもらっ
たり，いすをゆずってもらったり
しました。６年生はやさしいな，
と思いました。さい後にプレゼン
トをわたしました。６年生はとて
もよろこんでいたので，わたしは「よろこんでくれてよかっ
た」と思いました。６年生とおわかれするのはとてもさみしい
けれど，わたしも，６年生みたいにがんばりたいです。中学
校に行っても，第二小学校のことをわすれないで，元気で
いてほしいです。（
（ ２ 年）
◇ 今日は，６年生を送る会でした。たてわりはんでは，い
すとりゲームをして，みんなで楽しく遊びました。今までが
んばってくれた６年生に，歌を歌ったりはく手で見送ること
ができてよかったです。６年生の人もうれしそうだったので，
わたしもうれしかったです。（
（ ３年 ）
◇ ６年生のみなさん，ご卒業おめでとうございます。たて
わり班活動で楽しい遊びを考えたり，わくわく集会でいっ
しょに遊んだりしてくれてありがとうございます。とても楽しい
思い出です。
音楽会では歌と合奏がとてもきれいでした。合唱部では
私たちを引っ張ってくれました。中学校に行ってもがんばっ
て下さい。本当にありがとうございました。（
（ ４ 年）

ご卒業おめでとうございます。いよいよ中学生です
ね。小学校で学んだことを生かし，勉強や部活動に頑
張ってください。
新しい学習，新しい友達，新しい先生，いろんなこ
とが新しくなります。気持ちも新たにいろんなことに
チャレンジしましょう。そして，誠実で，他を思いや
れる中学生になってください。
稲成小学校
山本 信次 先生
何事にも負けない好奇心絶える事ない向上心で進ん
で行ってください。
田辺東部小学校
松本 真光 先生
この一年間で何度かみんなに会いましたね。ドッジ
ボール大会や水泳大会，陸上競技大会に郡市音楽と。
出会う度に大きく成長するみんなへ，
『明日のために，今日を大切に。今日のために，今を
大切に。』
卒業おめでとう。また会える日を楽しみにしていま
す。
田辺第三小学校
井戸 悠貴 先生
ご卒業おめでとうございます。
皆さんとの一番の思い出は運動会の組体操です。暑
い中，共に汗を流して頑張りましたね。
四月からは中学生。勉強はもちろん，友達を大切
に，自分の夢に向かってがんばって下さい。希望の門
出に幸多かれとお祈りいたします。
御坊小学校
阪本 絵美 先生
平成２６年度卒業生の皆さん，ご卒業おめでとうご
ざいます。保護者の皆様にも心よりお祝いを申し上げ
ます。
思い出の多い校舎を巣立つ皆さんに，これからも喜
びの多いことをお祈り申し上げます。自分らしさを大
切に，夢に向かってがんばってください。
周参見小学校
辻村 真里 先生
※紙面の都合でご紹介できませんが，この他にもたく
さんのメッセージをいただきました。
<３>

