東陽中学校・学校だより
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『公民館併設型の中学校における学社融合事業の推進』
本校と東部公民館、南部公民館は、本年度より３カ年、田辺市教育委員会から田辺市教育研究校指
定を受けました。この研究指定は、学校と公民館が連携して学社融合の推進を図り、学校の教育活動
と生徒の学習活動を充実させていくことを目的とした取り組みです。これまでの学社融合の取り組み
を見直し、さらに充実・発展させるとともに、新しい取り組みも実践していきたいと考えています。
保護者の皆様、地域の皆様、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

学校支援ボランティア
昨年度より、学校支援ボランティアの方々に
協力していただく取り組みを始めています。今
年度も次の取り組みが、すでに始まりました。
【図書ボランティア】
図書室の本の整理を中心とした作業に、４名
の図書ボランティアの方々が取り組んでくれて
います。新刊図書、既存の図書の分類整理、お
すすめの本の紹介など、充実した図書室の環境
づくりを行ってくれています。
【家庭科の調理実習】
２年生の家庭科の調理実習に、地域の方々が
協 力 し て く れ て い ま す。６ 月 ２ 日 ( ２ 年 生 ２
組)、６月４日(２年生３組)の「地域の食材を生
かした調理」の授業に、南部公民館内の磯間地
区の方々(お魚ママさん)８名が協力してくれま
し た。生 徒 た ち は、「鯵（あ じ）の 三 枚 お ろ
し」を体験しました。２学期には、昨年度から
指導してくれています東部公民館内の地域の
方々に協力していただいて、２年１組と２年４
組の調理実習を行う予定にしています。
【バラ園整備作業】
学校の中庭にバラが植えられていますが、か
つてのきれいなバラ園を復活させたいというこ
とを目標にバラ園整備作業を開始しました。１
年生３クラスと地域の方々に参加していただ
き、３時間の作業を行いました。中庭の円形花
壇からのバラの移植、円形花壇を掘り起こして
肥料を入れる土壌改良、新しいバラの苗植えを
行 い ま し た。３ 時間 の作 業 で は 足 り な い 作業
は、６月２０日(土)に地域の方々が行ってくれ
ました。６月２３日(火)に、中庭の円形花壇と
生徒用玄関の花壇に新しいバラの苗が植えられ
ました。整備計画、整備作業手順の作成、当日
の作業まで、たくさんの地域の方々にご協力を
していただきました。また、１年生もクラスご
<４>

とに、それぞれの仕事を一生懸命に行うことが
できました。バラの成長が楽しみです。
◎バラ園の整備作業を終えて(生徒の感想から)
バ ラの 作業 をし て、私 は よか った と思 い ま
す。公民館の方々と一緒になって中庭をバラで
き れ いに する とい うこと は、道 徳 で勉 強し た
「町 内 会 デ ビ ュ ー」の 話 と 似 て い ま す。だ か
ら、あの 話 のよ うに 公民 館 の方 々と 協力 し 合
い、一つのことに取り組むことができたと思い
ます。この作業のように、もっともっといろん
な場面で公民館の方々と協力し合っていきたい
です。(１年女子)
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東陽中学校中庭のバラ園整備作業
東陽中学校中庭に以前のようなバラ園を復活させるため、人材バンク登録者や、東部・南部公民
館運営委員の方々に声を掛け、東陽中学校１年生（３クラス）と一緒にバラ園の整備作業を行いま
した。雨天で延期になった日もありましたが、最終日にバラの苗を植えることができました。バラ
の花が満開になる３年後が楽しみです。

↑１日目は、草抜きと、
バラの掘り起こし↓

↑２日目は、土を掘り
出し、肥料入れ↓

↑３日目は、バラや
アジサイの苗植え↓

２年生、
年生、職場体験が
職場体験が終わりました！
わりました！
６月１７日から１９日の３日間、２年生は地
域の職場体験学習に取り組みました。オフィス
メイトの坂本昇子先生を講師にお招きして行っ
た「ビジネスマナー講習会」など、事前学習に
取り組んで実施しました。今年度は４６カ所の
事業所の皆様にご協力いただきました。生徒た
ちのために本当にありがとうございました。
各種大会の結果
【卓球部】
和歌山県中学校春季卓球大会
女子ダブルス 準優勝 原田珠里・佐野夏希
おめでとうございます！
【野球部】
第５回植田幸弘杯野球大会
優勝
東陽中学校野球部
第２回紀州熊野カップベースボールフェスタ
３位
東陽中学校野球部
おめでとうございます！

※３年生にとって最後の中体連大会が、７月
１１日(土)から開催されます。期末テストもあ
るので練習できる日は残りわずかです。ベスト
の状態で大会に臨んで下さい。応援よろしくお
願いします。

平成27年度情報リテラシー学習会 「e-ﾈｯﾄｷｬﾗﾊﾞﾝ」

東部公民館

文化展・写真展の開催について

ケータイやパソコンを安心・安全に
使うことを学ぶ講座

東部公民館文化委員会と、写真展出展者によ
る会議がそれぞれ開催され、平成27年度の東部
公民館文化展と写真展の、開催日程等が決まり
ました。

東陽中学校、東陽中学校育友会、東部、中
部、南部、ひがし公民館の共催で、以下の通
り、講演会を開催いたします。

＜東部公民館文化展・写真展＞
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

日

時：７月６日（月）
午後１時40分～午後２時40分

場

所：東陽中学校体育館

講

師：河瀬 基公子さん(総務省近畿総合通信局
情報通信部電気通信事業課利用環境担当)

会場：東部公民館（文化展）
東陽中学校２階多目的ホール（写真展）
※出入りは、公民館玄関から
その他、詳しくは開催日が近づいてから、公
民館報にてお知らせいたします。
地域の皆様方のご出展、またパネル
の設営等へのご協力を、よろしくお願
い申し上げます。

＜内容＞
一般財団法人マルチメディア振興センターが講
師を派遣して行うe-ネット安心講座。ケータイ
依存、ネットいじめ、ネット誘引、ネット詐欺
など生活に迫る危機の実態を正しく知り、予防
と対策法を学びます。

対 象：中学生・保護者・地域の方々
問合せ：東陽中学校（℡：22-6149）
<１>

田辺市社会福祉協議会 老人憩いの家「松風
荘」では、以下の通り、毎月第４火曜日
（９月のみ、第５）にサロンを開催します。
皆様のご来場をお待ちしています。

第４３５号

平成２７年７月１日

田辺第二小学校

６月の防災安全教育の取り組みについて
日

時：７月18日（土）

午後１時30分～午後３時30分
場

所：東部公民館 大集会室

尚、朗読サークル「さくらんぼ」に
よる朗読発表も予定しています。
多数のご来場をお待ちしています。
（東舞乃会一同）

日時：７月28日（火）作って楽しんで脳活性
～棒を使ったレクリエーション～
８月25日（火）カルタで脳トレ①
９月29日（火）カルタで脳トレ②
10月27日（火）楽しくお口を鍛えよう
11月24日（火）パーティーをしよう①
12月22日（火）パーティーをしよう②
いずれも、午後１時30分～午後３時まで
場所：東部公民館 大集会室

扇ヶ浜海水浴場清掃活動
６月22日（月）東部・南部公民館区の方と、
田辺第二小学校５年生・６年生とで、扇ヶ浜海
水浴場の清掃を行いました。
５年生の班に地域の方が、
加わり、30分程度作業をしま
した。ご協力、ありがとうご
ざいました。

＜内容＞
・運動（ラジオ体操第１とタオルを使った運動）
・認知症予防のレクリエーション
持ち物：タオル、水分補給のお茶等
新聞１日分（１回目のみ）
対 象：概ね65歳以上
申込み：不要
問合せ：松風荘（℡：24-0313）

ＤＶＤを寄贈していただきました。

６月は本年度の防災教育が本格的にスタートする
月ということで、たくさんのことに取り組みまし
た。まず，参観日では「防災」に関連する授業をご
覧いただきました。どのようなご感想をお持ちで
しょうか？ ご家庭と学校とで連携して指導をして
いきたいと思います。ご協力よろしくお願いしま
す。
５月末から６月下旬にかけて、田辺市街地南部・
東部地区の保育所，幼稚園，小学校，中学校，専門
学校等で、地震大津波避難訓練を実施しました。本
校では６月１２日に実施しましたが、子どもたちは
整然と行動し、津波のピーク波到着予想時間よりも
早い約８分で避難場所のファミールヴィラに着くこ
とができました。この日はみどり保育所、紀南幼稚
園でも訓練が行われました。この訓練では，各種関
係機関の皆様方にもご協力をいただいて，安全面で
も万全の体制で取り組むことができました。今後
も，より安全によりスムーズ
に避難できるよう，訓練を
積み重ねていきたいと考え
ています。

第62回田辺市美術展覧会の開催と
出展作品募集について
会期：第１期10月９日(金)〜10月11日(日)
洋画・写真・陶芸・日本画・工芸の部
第２期10月16日(金)〜10月18日(日)
書・彫塑・生花の部
開催場所：紀南文化会館

第７回「野外ヨーガ」の開催
日

時：７月12日（日）午前７時～８時
※雨天時は、７月26日（日）に順延

場

所：田辺扇ヶ浜交流広場バスケットコート
横の芝生

講 師：吉田 早紀 氏
参加費：無料
持ち物：ヨガマット、タオル、飲み物
※ヨガマットは、大きめのバ
スタオルやレジャーシートなどでも
代用できます。
その他：ゆったりリラックスできるヨーガを基
本としていますので、どなたでも参加
できます。

開催時間：午前９時〜午後７時
※各期最終日の11日、18日は午後５時まで

明るい笑顔・街いっぱい運動
募集作品：洋画・書・写真・生花・彫塑・陶芸

７月１日（水）、８月は各学校の登校日に実施
＜その他・問合せ＞
田辺市教育委員会文化振興課（℡:26-9943）
<２>

時
場

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

をものにして、辛抱強く戦って勝ち取った準優勝で
した。Ｈ・Ｍは、１回戦で大逆転勝利を収め、準決
勝に進出しました。神子浜は、惜しくも初戦で敗れ
ましたが、最後まで力強い戦いぶりを見せてくれま
した。
入賞チームのみなさん，おめでとうございます。
また惜しくも入賞を逃したそれ以外のチームのみな
さんもしっかりがんばりました。みなさんの健闘に
拍手を贈ります。ご指導いただいたみな
さま本当にお疲れ様でした。

７月の行事予定
１日（水）明るい笑顔街いっぱい運動・セーフティネット
漢字・計算タイム

２日（木）テレビ放送・フッ化物洗口 ＡＬＴ授業日
３日（金）全校読書 研究授業（４の３）
４日（土）きのくに合唱セミナー（中部公民館）
６日（月）学びタイム
７日（火）全校集会（学校長訓話） クラブ活動
スクールカウンセラー来校日
８日（水）漢字・計算タイム ５年消費者教育
研究授業（３の２）
９日（木）テレビ放送・フッ化物洗口
なかよし学級キャンプ（すさみ）１日目

東部公民館ヨガサークル

田辺東部郷土史懇話会元会長の竹中秀夫さん
より、郷土の歴史に関する様々なＤＶＤをご寄
附していただきました。（砥石山での石の取り
方の実演会や、神濱一生翁の顕彰碑建立の様子
など）
興味のある方は、東部公民館までお立ち寄り
ください。

なつのはじまり
あさがおりょうこ

皆様、東舞乃会も発足７年目を迎えました。
まだまだ未熟ですが、練習の成果を発表させ
ていただきます。皆様の応援をよろしくお願い
いたします。

～来て楽しく喜び楽しい♪～

あさ おひさまは
まっさきに
あさがおの
つぼ みのとこ ろに い
く

「東舞乃会」おさらい会の開催

あさ おひさまは
「おはよう」と
あさがおの つぼみ
をなでる

きらきらサロンの開催

つぼみ ふっくら ふ
くらんで
ふっくら ふっくら
ふっくら…
ぱっ！

あ さがおの つ ぼ
みから
まぶしい 「なつ」が
うまれた

東部公民館舞踊サークル

田二っ子がんばる！

－市内大会－

６月１４日(日)にソフト，キックの市内大会が行
われました。当日は、時折強い雨の降る梅雨空でし
たが、本校からはソフト３チームとキック４チーム
が出場し、熱戦を展開してくれました。
ソフトボールでは、ＨＫＳＳが準優勝に輝きまし
た。一回戦では見事に接戦をものにして勝ち上が
り、決勝でもチーム一丸となって力を出し切った立
派な準優勝でした。神子浜、文里は惜しくも初戦で
敗れましたが、雨に負けずに全力を出し切った見ご
たえのある試合展開でした。
キックベースボールでは、決勝戦は田二小同士の
争 いと なり 文里が 優勝、Rengo Ⅴが準 優勝 しまし
た。文里は、１回戦から他のチームを圧倒し続け、
どの試合も大量得点を挙げて見事に優勝の栄冠に輝
きました。準優勝のRengoⅤは、１回戦からの接戦

１０日（金）全校読書 なかよしキャンプ（すさみ）２日目
１１日（土）きのくに合唱セミナー（中部公民館）
田辺市青少年育成市民大会（紀南文化会館）13:30
１２日（日）市ドッチボール大会（大塔） 立正幼稚園竣工式
１３日（月）５年生夢の教室(5-1)
５、６年狂言鑑賞会（紀南文化会館）
１４日（火）５年生夢の教室(5-2)(5-3) 、なかよし学級小中
交流会、スクールカウンセラー来校日、
東部補導委員会
１５日（水）１年生イルカとふれあい体験（扇ヶ浜）
１６日（木）テレビ放送・フッ化物洗口 給食最終日
（５時間目までの授業）
１７日（金）１学期終業式 大掃除
１９日（日）市ドッチボール大会（大塔）
２０日（月） の
２１日（火）各学年個人懇談 ～２４日（※）、水泳特別練習
開始(※)、水泳目標未到達児練習～２４日(※)
合唱部練習開始(※)
２４日（金）田辺祭り街頭補導
２５日（土）田辺祭り街頭補導
２６日（日）郡ドッチボール大会（白浜町立総合体育館）
２７日（月）学年水泳記録会（１，４，５年） ☂２８日
２９日（水）学年水泳記録会（２年，３年，なかよし，６年）
☂３０日
(※)後日，担当や学年，学級から詳しいご案内があります。
<３>

