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夏休みに
夏休みに向
みに向けて

学校長 佐武 正章

今日で、１学期が終了し、明日から４５日間の長い夏休みが始まります。
１年生は、中学校生活にも慣れ中学生として初めての夏休みを過ごします。学
習と部活動を両立させ、宿題だけに終わるのではなく一学期の復習にも時間をか
け実力をつけていきましょう。２年生は、夏から部活動の中心的な存在となりま
す。学習面でも苦手教科を克服し実力を伸ばしていきましょう。また、２学期からは学校全体のリー
ダーとして活躍する機会が多くなりますので、何事にも積極的に挑戦しましょう。そして、最高学年
の３年生は、たくさんの思い出を作りながら、自分の将来の目標や希望進路に向け学習に力を入れて
いきましょう。運動クラブの活動は終わりますが、いろいろな誘惑に負けず、強い意志で進路を決め
ていく貴重な夏休みにしてもらいたいです。よく言われる話ですが、一日の時間は、誰にも等しく与
えられています。それを有効に使えるかどうかは一人ひとりにかかっています。郡大会前から校門前
に掲示している『能力の差は少ないが、努力の差は大きい』という言葉は、皆さんにとって勉強にも
部活動にも当てはまる言葉です。いくら才能や能力があったとしても怠けていては力がつかないし、
毎日コツコツと努力を重ね、根気強く積み上げていく人には誰もかないません。中学生の時期という
のは、人生のスタート地点です。皆さん一人ひとりの前には将来への可能性が大きく広がっていま
す。大きな目標をもち、限られた時間を大事に使いながら過ごしてほしいと思います。
ここで、教育者で哲学者でもある森 信三さんの言葉を皆さんに贈ります。
『出逢う人には必ず出逢う。それは一瞬早くもなく、一瞬遅くもなく。』という言葉です。人は、一
人では生きていけません。なぜなら、多くの人との関わりの中で生きているからです。人との関わり
には、必ず出逢いがあります。家族や友達との出逢い、先生方との出逢い、そして地域の方々との出
逢いがそうです。この「出逢う人には必ず出逢う」という言葉は、「自分が信じた道を前向きに一生
懸命に歩いていれば、必ず素晴らしい人に出逢える。」と語りかけてくれているように感じます。今
までの出逢いや、これからの出逢いを生かすことは、自分の成長につながることなので大事にしてほ
しいと願います。
特に、夏休みは家庭や地域で過ごす時間が多くなります。出逢いを生かすには、先ず地域の方々へ
の気持ちの良い挨拶、日頃の家庭でのお手伝い、地域でのボランティア活動や奉仕活動等が当たり前
のこと（凡事徹底）として、立派に行える中学生になって下さい。
終業式に当たって、自分の目標や志をしっかりもち、人との出逢いを生かし、有意義な夏休みにし
ましょう。特に自転車の事故や水難事故、そして不審者等には十分気をつけ、２学期の始業式には全
員が元気で登校し、意欲あるスタートを切れるようにしましょう。

草ひきボランティア
７月１１日(土)、吹奏楽部の２５名の部員が、神子浜地区大戸線の
花壇の整備作業に取り組みました。神子浜花つくり実行委員会の人た
ちと一緒に約１時間、花壇の草ひきを行いました。梅雨明けを思わせ
るような暑さの中でしたが、生徒たちは一生懸命作業に取り組みまし
た。終わった後、きれいになった花壇を見て、誰もがすがすがしい気
持ちになりました。
１学期、図書室の本の整理、２年生家庭科の調理実習、バラ園の整
備作業で、東部・南部公民館の学校支援ボランティアの方々に大変お
世話になりました。学校が地域の方々に支えられているように、生徒
が地域の活動を支えていくような発進型の取り組みを、これからも実行していきたいと考えていま
す。地域の皆様、どうかよろしくお願いいたします。
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初級パソコン教室の参加者募集
東陽中学校、東部公民館、南部公民館では、中学校と地域との交流を深めるため、初級パソコン
教室を開講します。
受講生は、東陽中学校コンピュータ部の活動時間に、生徒（コンピューター部員）と一緒に、パ
ソコンの操作方法を教わります。
日程や内容等は、都合により変更する場合がございますので、予めご了承ください。
日

時：１回 ８月25日（火） 午前９時～10時30分
・パソコンの基本的な操作方法（電源の入れ方、文字の入力など）
・文書の作成方法
２回 ９月16日（水） 午後３時～４時
・パワーポイントを使った自己紹介①
３回 10月14日（水） 午後３時～４時
※使用するパソコンのＯＳは
・パワーポイントを使った自己紹介②
windows８ですが、タッチパネ
４回 11月11日（水） 午後３時～４時
ルを使用せず、マウスとキー
・インターネットでの検索
ボードで操作します。
・年賀状の作成①
５回 12月９日（水） 午後３時～４時
・年賀状の作成②
場 所：東陽中学校コンピューター室
講 師：東陽中学校コンピューター部 谷先生、部員(操作のサポートをします)
対 象：一般（小学生以下は保護者同伴）
参加費：無料
定 員：10名（応募者多数の場合は、抽選とします）
締切り：８月17日(月)
申込先：東部･南部公民館事務局（TEL:25-0360、FAX:34-2585）

東陽中学校 職員会議にて

写真教室の参加者募集
公民館長からのお話し
日

時：８月18日(火)
午前９時～午前11時
場 所：東陽中学校 コンピューター教室
講 師：東部・南部公民館区在住の写真愛好家
内 容：東陽中学校内で写真を撮影し、写真の
撮り方や、写真の構図について教わり
ます。
対 象：東陽中学生・一般
（小学生以下は保護者同伴）
持ち物：デジタルカメラ
参加費：無料
締切り：８月11日（火）
その他：完成した作品は、東部公民館写真展へ
の出展を予定しています。
申込先：東部･南部公民館事務局(TEL:25-0360)

４月22日(水)に、東部公民館の新藤館長が、
６月24日(水)に、南部公民館の森本館長が、東
陽中学校の職員会議において、それぞれの公民
館の課題や、目指す地域像などについてお話を
されました。
先生方は熱心に話を聞かれていました。今後
とも、地域と学校とが、お互いの理解を深め、
協力しながら事業に取り組んでいければと思い
ます。

明るい笑顔・街いっぱい運動
９月１日（火）、８月は各学校の登校日に実施
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
<１>

日

時：10月30日(金)～11月１日(日)
30日(金)午後１時30分～午後５時
31日(土)午前９時～午後５時
１日(日)午前９時～午後３時

会

場：東陽中学校２階多目的ホール
※出入りは公民館玄関から

出品点数：一人何点でも可
※展示スペースが埋まり次第、締切りとする
作品搬入：10月29日(木)午前９時～
（和室にて保管）
作品設営：10月29日(木)午後４時～
作品搬出：11月１日(日)午後３時～
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田辺第二小学校

夏休みが始まります！
応募資格：東部・南部公民館区在住の方
応募内容：風景・地域行事・祭・動植物・人物
等の写真（撮影機材は問わない）
応募締切：９月18日(金)午後５時まで
作品規格：Ａ３もしくは半切以上
（学生はその限りではない。）
＜応募方法＞
申込用紙（東部公民館に置いています）に、
氏名、住所、電話番号、作品名、撮影日、撮
影場所をご記入の上、東部公民館まで直接持
参していただくか、郵送・ＦＡＸにてお申込
みください。

〈その他〉
○展示はパネル展示とし、審査はありません。
○出品者の個人情報（氏名・住所・電話番号）
は、出品目録や作品票の作成にのみ使用し、
写真展以外には使用いたしません。
○作品の取り扱いは十分注意しますが、不慮の
損害等については、主催者
で責任は負えません。
＜申込先・問合せ＞
東部公民館事務局
〒646-0025田辺市神子浜1-4-66
TEL：25-0360 FAX：34-2585

東部公民館文化展 出展者募集！
日
会

時：上記写真展と同じ
場：東部公民館 大集会室、和室

＜内容＞
・日頃の趣味や、習い事で作った作品の展示
（絵画、パッチワーク、編み物、いけばな等）
・第二小学校（各子ども会）、東陽中学校、
館区内高校の作品展示
＜出品数＞
出品数は、原則１人３点までですが、展示ス
ペースの都合で、各種団体内における個人の出
展は、この限りではありません。

＜締切り＞10月７日(水)午後５時まで
＜作品搬入＞
一般：10月29日(木)午後２時30分～午後５時
子ども会： 〃
午後７時～午後９時
＜作品搬出＞
一般・子ども会：11月１日(日)午後３時～
※作品の不慮の損害については、
主催者では責任を負えません。
＜申込先・問合せ＞
東部公民館事務局
TEL：25-0360 FAX：34-2585

東部公民館グラウンドゴルフ大会の結果
６月27日(土)、東陽中学校のグラウンドにお
いて、東部公民館グラウンドゴルフ大会を開催
しました。
東陽中学校の佐武校長先生も参加してくださ
り、計46名の方が４～５名のチームに分かれ
て、12ホールを２回まわりました。
今回は申込み締切り後に、チームメンバーを
割り振ったため、交流を楽しめたことと思いま
す。結果は以下の通りです。（敬称略）
１位
２位
<２>

西亦 豊子 （50打、ホールインワン3）
中尾 茂之 （52打、ホールインワン2）

３位
４位
５位

坂口 敏
（53打、ホールインワン1）
大谷 美知代（54打、ホールインワン2）
竹中 富美子（55打、ホールインワン1）

学期末は、台風の接近のために大変慌ただしい思
いをしましたが、いよいよ子どもたちが待ちに待っ
た夏休みが始まります。まず１学期にがんばること
ができた点についてお子さんと共に喜び合っていた
だき，次に不十分な点については励ましてあげてい
ただきたいと思います。
長い休みになるとどうしても生活が不規則になり
がちです。有意義なお休みにするためには，学習，
生活の両面で目標を立て，できるだけ規則正しい生
活をすることが大切です。子どもたちが決めた目標
や時間の使い方などについて，ご家庭でもアドバイ
スをしていただければと思います。１学期の復習や
読書をしたり，水泳を中心に体力づくりをしたり，
長い休みでなければできないことにも取り組めるよ
う応援してあげて下さい。
怪我や病気をしないことも，夏休みを楽しく過ご
すために大切なことです。地域の方々より、子ども
たちの自転車の乗り方がよくないというご指摘もい
ただいております。学校でも指導を致しますが，別
紙「ねうちのある夏休みに」をご参照いただき、ご
家庭でもご指導をお願いいたします。
２学期の始業式には，全員が元気に登校してくれ
ることを願っています。思い出いっぱいのいい夏休
みにして下さい。

夏休み中の主な行事
❐８月 ７日（金）西牟婁地方小学校水泳大会
（鮎川小学校プール）
❐８月１２日（水）～１４日（金） 夏季特別休暇
（学校は閉まります。）
❐８月１７日（月）ＮＨＫ合唱コンクール（紀南文化会館）
❐８月１９日（水）全校登校日 教育研修会
❐８月２２日（土）和歌山県ドッジボール大会（白浜）
❐８月２３日（日）育友会整備作業 集合８：００

ホールインワン（１～５位入賞者を除く）
平野義雄、寒川総治、五味純治、樫本春彦
太田桂子、山本昌二郎、松川義一、藤田勲
宗宮信子、竹中照子
岩本律夫、太田昭一
山崎好永、山本百枝
上城秀正、新藤整市
竹内八重子

学校だより

田二っ子がんばる！
７月１２日の日曜日，鮎川小学校体育館と大塔体
育館において第１３回田辺市ドッジボール大会が行
われました。本校からは田二っ子ファイヤー，田
二っ子フレンド，田二っ子ペガサスレジェンドⅡ，
田二っ子ペガサスレジェンド７の４チームが出場し
ました。
大変蒸し暑い中でしたが，どのチームも普段の
練習の成果を発揮して素晴らしいプレーを繰り広げ
てくれました。その中で田二っ子ペガサスレジェン
ドⅡが見事に準優勝を飾りました。
決勝戦は，相手チームも強く息詰まる試合展開と
なり、最後は僅かな差で惜しくも優勝は逃しました
が，最後まであきらめずに力一杯プレーする選手の
皆さんと声をからして応援を続ける保護者の皆さん
の姿に感動を覚えました。選手の皆さんお疲れ様で
した。指導して下さった地域や保護者の皆様，本当
にありがとうございました。
なお田二っ子ペガサスレジェンドⅡは，７月２６
日（日）に白浜体育館で行われる西牟婁地方ドッジ
ボール大会に出場します。健闘をお祈りしていま
す。

育友会校内整備作業参加のお願い
育友会学校支援部のみなさんを中心に，夏休み恒
例の整備作業を行います。一見美しい新校舎も，や
はり汚れているところがあります。普段子どもたち
では十分に掃除ができないところをきれいにしてい
ただければありがたいです。どうぞよろしくお願い
いたします。詳しくは学校支援部よりの案内をご覧
下さい。
❏日 時
❏参加者
❏作業内容

夏休みの作品募集について
作品募集についての一覧表をお配りしました。自
由研究の題材を決めるときの参考にして下さい。
教科（社会科や理科など）が指定されている学年
もありますし，自由に題材を選んでよい学年もあり
ます。いずれの場合も，子ども自身が興味を持って
取り組めることが大切だと思います。何か一つ，根
気強く仕上げてみて下さい。
※出品規格が決められているものがあります。ご
注意下さい。
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東部公民館写真展～心が和むような写真展～ 出展者募集！

平成２７年８月２３日（日）
８：００～１０：００頃
保護者の皆様，職員
・教室，廊下の窓ガラス拭き
・樹木の剪定
その他

何かあれば学校に連絡を！
夏休み中の学校には，土曜日と日曜日，８月１２日
～１４日を除いて日直の職員がいます。何かあった
場合はご連絡をお願いします。
☎２２－
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