東陽中学校・学校だより
９月号 平成27年８月25日

発行：田辺市東部公民館
館長 新藤 整市

東部公民館報

夏の大会、運動クラブも文化クラブも頑張りました！
７月から８月にかけて、運動クラブも文化クラブも各大会にむけて全力で頑張り
ました。３年生にとっては、３年間の努力の成果を披露する場になりました。それ
ぞれの大会の結果に満足をした生徒も、悔しい思いをした生徒もいます。中学生活
最後の大会を終えた３年生は、次の目標に向けて残りの中学生活をさらに充実させ
ていって下さい。また、２年生は、それぞれのクラブの中心として、新しいリーダーとして頑張ってくれ
ることを期待しています。

県中学校総合体育大会の結果
【女子バスケットボール
女子バスケットボール部
バスケットボール部】
◎田辺西牟婁中学校総合体育大会で優勝した女子
バスケットボール部は、県大会に出場しました。
県大会では、１回戦、２回戦を勝ち進みました。
近畿大会出場権をかけた準決勝で、有田川町の吉
備中に敗れましたが、県大会３位入賞を果たしま
した。
【卓球部 男子団体】
男子団体】
◎田辺西牟婁中学校総合体育大会で団体優勝した
男子卓球部は、県大会に出場しました。県大会で
は、１回戦、２回戦を勝ち進み、３回戦で敗れま
した。その後、敗者復活戦を勝ち上がり、近畿大
会出場権をかけた試合で和歌山市の西和中に敗れ
ましたが、県大会団体３位入賞を果たしました。
【卓球部 個人】
個人】
◎男子３名、女子２名が県大会に出場しました。
その中で、原田珠里さんが女子個人５位に入賞
し、奈良県大和郡山市で行われた近畿大会に出場
し健闘しました。
【女子ソフトテニス
女子ソフトテニス部
ソフトテニス部】
◎郡大会で女子個人２位に入賞した松田真弥・杉
野京香ペアが県大会に出場し健闘しました。
【陸上競技部】
陸上競技部】
◎郡大会で３位以内に入賞した６名の生徒が県大
会に出場しました。その中で、共通女子８００ｍ
で、天野美生さんが県３位に入賞し、奈良市で行
われた近畿大会に出場し健闘しました。

第51回県吹奏楽コンクール、金賞！
◎吹奏楽部は、８月７日、県民文化会館で開催さ
れた第５１回和歌山県吹奏楽コンクールに出場
し、金賞を獲得しました。
<４>

県合唱コンクール、金賞！
◎合唱部は、８月５日、海南市で開催された県合
唱コンクールに出場し、金賞を獲得しました。そ
してさらに、県代表に選出され、関西合唱コン
クール(９月２１日に八幡市で開催)への出場権も
獲得しました。

ＮＨＫ合唱コンクール、金賞！
◎合唱部は、８月１８日、紀南文化会館で開催さ
れた第８２回ＮＨＫ全国音楽コンクール和歌山県
コンクールに出場し、金賞を獲得しました。ま
た、９月５日(土)に大阪市で開催されるＮＨＫ全
国音楽コンクール近畿ブロックコンクールへの出
場権も獲得しました。

東部・南部公民館、写真教室
◎８月１８日(火)、東部
公民館写真教室が行われ
ました。この教室に、コ
ンピュータ部と文芸部の
部員が参加しました。東
部・南部公民館区在住の
写真愛好家の方々に、写真の撮り方や写真の構図
について教わり、校内のバラの花等を撮影しまし
た。生徒が撮った写真は、１０月３１日から開催
される東部公民館写真展に出品します。
また、コンピュータ部員は、８月２５日から５
回開催される公民館の初級パソコン教室にも参加
し、受講者の方々にパソコン操作のお手伝いをし
てくれます。
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学社融合の取り組みの紹介
東部・南部公民館と東陽中学校は、中学校の夏
休み期間中を利用し、様々な取り組みを行いまし
たので、ご紹介いたします。
８月５日、中学校図書室の本を整理している学
校支援ボランティアの方が、中学校の図書委員を
対象に、本の分類についてお話しをしてください
ました。その後、図書室に移動し、学校支援ボラ
ンティアと図書委員とで、書架の整理を行いまし
た。
８月６日、東陽中学校２階多目的ホールにて、
地域の方をお招きし、戦争の体験、悲惨さについ
て学ぶ平和学習を行いました。地域の方から話し
を聞いた東陽中学校１年生は、大変貴重な体験に
なったことと思います。
８月18日、地域の写真愛好家の方を講師に招
き、写真教室を開催しました。東陽中学校コン
ピューター部員と文芸部員、一般の方２名が参加
し、写真の撮り方や構図について教わりました。
６～７名のグループに分かれ、校舎内で撮影
し、今年の６月に整備作業をしたバラ園を中心
に、すばらしい写真がたくさん撮れました。
撮影した写真は、東部公民館写真展（10月30日
～11月１日）に出展しますので、ぜひご鑑賞に来
てください。
また、東陽中学校文芸部は、パステル絵画やペ
ン習字、裁縫、ヨーガなど、様々な講師の方々を
招いて、幅広く活動されました。パステル絵画の
作品は、写真展と同日程で開催する東部公民館文
化展に出展する予定です。写真展と併せて、こち
らにもご来場ください。

ファミールヴィラ・神田・神子浜
三町内会合同敬老会の開催
時：９月23日（水・祝）
受 付：午前８時30分～
式 典：午前９時30分～
余 興：式典終了後
（おおむね、午前10時～12時頃まで）
会 場：東部公民館 大集会室
問合せ：ファミールヴィラ自治会長
泰本 啓志（℡:26-3015）
日

【生徒の感想】
写真教室に参加して、分かったことがたくさん
ありました。写真を撮る距離や光の明るさの度合
いで、きれいさが左右されるということです。と
てもわかりやすく説明してくれました。このこと
を日常生活の中でも使いたいと思います。
(２年生男子)

主事 大倉 聖秀

←本の分類のお話しと
書架整理↓

←平和学習

写真教室↓→

パステル絵画→

小･中学校の運動会、体育祭について
◎田辺第二小学校 運動会
日時：９月20日（日）午前８時40分～
◎東陽中学校 体育祭
日時：９月13日（日）午前８時45分～
地域の皆様も、児童・生徒の頑張る姿を、ぜひ
応援してください。また、駐車場等について
は、学校までお問合せ
ください。
<１>

問合先：田辺市自治振興課（℡0739-26-9911）
廃棄物処理課（℡0739-24-6218）

南部センターフェスティバルの開催

☆平成２７年度プログラム
第１回 １０月２４日（土）
カプラで遊ぼう「親子で楽しくふれあおう」
場 所：市民総合センター１階機能訓練室
講 師：トイランドヨネクラ 米倉千景 氏
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平成２７年９月１日

田辺第二小学校

田二っ子 夏休み中がんばりました!!
練習の成果を発揮！ －郡水泳大会－
８月７日，鮎川小学校プールで「田辺西牟婁地方
小学校水泳大会」が行われました。練習の成果を発
揮し，多くの選手の皆さんが自己ベスト記録を更新
しました。今年の夏は特に暑く、練習も大変でした
が、本当によくがんばりました。以下に、
入賞した皆さんをご紹介します。

第２回 １１月１４日（土）

第５回 平成２８年２月２１日（日）

〔男子〕
50ｍ自由形 ７位 瀬戸 崇史
50ｍ平泳ぎ １位 大谷 光騎 ２位 松平 大和
100ｍ平泳ぎ ３位 髙畑 聖 ６位 撫養 絢祥
100ｍ個人メドレー
６位 川端 友希
200ｍメドレーリレー ４位 松平 大和・大谷 光騎
川端 友希・瀬戸 崇史
〔女子〕
50ｍバタフライ
３位 大木原 礼彩
100ｍ個人メドレー ２位 鈴木 愛紗
200ｍフリーリレー ５位 大木原礼彩・杉本ひなた
濱本 莉子・鈴木 愛紗
200ｍメドレーリレー ５位 鈴木 愛紗・杉本ひなた
大木原礼彩・濱本 莉子

身体をほぐして元気になろう「楽しいヨガ教室」

全力を発揮！ －合唱部－

お父さん出番ですよ お父さんと作ろう
「パパッとメニュー」
場 所：市民総合センター１階機能訓練室
市民総合センター４階調理実習室
講 師：ヨガインストラクター 山田公美 氏
おやじプロジェクト 佐武範一 氏
※全て午前10：00～12：00

８月17日に紀南文化会館でＮＨＫ合唱コンクール
和歌山県大会が行われました。本番の舞台では、メ
リハリのある力強い歌声で銀賞を受賞し、フェス
ティバルの部でも奨励賞を受賞しました。合唱部の
皆さんは，お盆の間も休むことなく、一生懸命練習
に取り組んでいました。次はＭＢＳのコンクールに
向けての頑張りを期待しています。

場
講

日

第３回 １２月５日（土）

場

時：11月14日(土)午前９時30分～午後５時
15日(日)午前10時～午後３時
所：末広児童館、南部センター

※東・南部公民館子ども生け花教室の受講生は
14日(土)午前11時から、南部セン
ター和室でお茶会をします。
参加無料です。どうぞ遊びに来て
ください。

所：市民総合センター１階機能訓練室
師：ハートウィング関西支社 佐藤 孝 氏

子育てを楽しもう「楽しく子育て！今を大切に」

場
講

所：市民総合センター２階交流ホール
師：ちひろ助産院 助産師 大平昌子

氏

第４回 平成２８年１月２４日（日）
子どもの生活習慣の確立
子どもの笑顔を作る「早寝！早起き！朝ごはん！」

場
講

所：万呂コミュニティセンター
師：小児神経学クリニック 星野恭子

氏

文里夏まつりの開催
８月２日（日）、文里三角グラウンドで始め
てから３回目となる「文里夏まつり」が、今年
も盛大に開催されました。
出店や抽選会、花火など様
々な催しで、大盛り上がりの
夏まつりでした。

東舞乃会 おさらい会
和歌山県No.１に輝く！ －ドッジボール大会－
７月18日（土）、東部公民館大集会室で東部
公民館舞踊サークル「東舞乃会」による、おさ
らい会が開催されました。
会員の皆様は、日頃の練
習の成果を発揮され、大変
素晴らしい発表会となりま
した。

明るい笑顔・街いっぱい運動
９月１日（火）、１０月１日（木）
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

参加費：無料
※ただし、第５回講座「パパッとメニュー」へ
参加される場合のみ、食材費として500円程度
いただきます。
対 象：田辺市在住の方
定 員：先着順で３０組程度
（親子もしくはご夫婦）
＜申込み＞
９月２５日(金)までに、田辺市教育委員会生涯
学習課（℡:26-4925）までお電話で申し込んで
ください。一時保育を希望される方は、その旨
を申し出て下さい。保育料は無料です。

学校だより

どうぞおいで下さい！ —夏休み校内作品展－
子どもたちの作品を展示しています。ご家族でお
いで下さい。ご来場は、徒歩や自転車でご来校下さ
い。
〔日時〕 ９月２日（水） 9:00～19:30
３日（木） 9:00～19:30
４日（金） 9:00～12:00
12:00
〔場所〕田辺第二小学校 体育館

９月の行事予定

親子のふれあい体操「親子で仲良しエクササイズ」

本年度の南部センターフェスティバルの開催
日時が決まりました。

おまじない
みみずみつお

多くの親が安心して楽しく家庭教育が行える
よう、親としての学びや育ちを応援し、親子が
地域とのつながりの中で元気になり、また、同
じぐらいの年の子どもを持つ親どうしが知り合
いになることができる、子育て講座を開催しま
す。

こわいとき となえ
る
おまじないがある
じぶんにむかって
こういうんだ

最近、トラックなどで市内を回って無料で家
電等不用品を回収したり、不用品の無料回収の
チラシを配布している業者が見受けられます。
無料をうたっていても後から高額な料金を請
求されるというトラブルが発生しています。
安易に依頼するとトラブルになる
可能性がありますので、十分に注意
してください。

～田辺市家庭教育支援講座～

「おい、ぼくよ
ぼくがいるから
だいじょうぶ
ぼくがいるから
だいじょうぶ」

子育てのなかまの輪をつくろう

すると
ぼくがふたりいる
みたいで
げんきになる

不用品回収業者を利用したトラブル
が発生しています！

７月27日に白浜町で郡の大会が行われました。本
校からは田二っ子ペガサスレジェンドⅡが出場し、
決勝こそ、僅差で敗れはしましたが、見事準優勝を
勝ち取りました。
また、８月22日に開催された、和歌山県子どもク
ラブドッチボール大会では、市内大会、郡大会より
も一回り大きくなったチーム力を感じさせる素晴ら
しい戦いぶりで勝ち上がり、見事優勝の栄冠を勝ち
取りました。
選手の皆さん本当にお疲れ様でした。指導者の皆
様，長い間熱心にご指導いただきありがとうござい
ました。

１日（火）明るい笑顔街いっぱい運動・セーフティネット
２学期始業式 図書返却日 安全点検日 職員会議
２日（水）２計測（高学年） 給食開始
校内作品展9：00～19：30
３日（木）２計測（中学年） 校内作品展9：00～19：30 不審
者対応訓練 育友会理事会 テレビ放送・フッ化物洗口
４日（金）２計測（なかよし・低学年） 全校読書
校内作品展9：00～12：00
７日（月）学びタイム
８日（火）テレビ放送 委員会・代表委員会
スクールカウンセラー来校 東部補導委員会19:30～
９日（水）漢字・計算タイム
１０日（木）テレビ放送・フッ化物洗口
１１日（金）全校読書
１４日（月）学びタイム
１５日（火）全校体育集会
１６日（水）漢字・計算タイム 職員会議 運動会全校練習
１７日（木）運動会全校練習 フッ化物洗口
１８日（金）全校読書 運動会総練習
１９日（土）運動会総練習（予備日） 運動会準備（午後）
お弁当用意
２０日（日）運動会（雨の場合はお休みです）
２１日（月）敬老の日 運動会予備日
２２日（火）国民の休日
２３日（水）秋分の日
２４日（木）振替休業日
２５日（金）振替休業日
２８日（月）学びタイム
国体観戦【サッカー】4,5,6年
２９日（火）(高)体育集会(低)音楽集会
３０日（水）漢字・計算タイム
〔運動会関係の日程について〕
９月19日(土) 終日授業日（お弁当をお願いします）
９月20日(日) 秋季運動会
※雨天の場合は９月21日(月)に順延します。21日も実
施できない場合は、22日(火)に順延します。いずれ
も、雨天の場合は授業は行わず学校は休みになりま
す。
※今年の運動会は順延で行いますので、24日(木)、
25日(金)は，お休みとなります。
<３>

