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東部公民館報
『合唱の東陽～良き伝統を受け継ぐことの大切さ～』
２学期もあと一週間余り。今年の２学期も、様々な学校の取組を保護者や地域の方々に見ていただきまし
た。それぞれの学校には、長年取り組んできている行事があります。本校も体育大会、よさこい踊り、文化
発表会、郡市音楽会等、今までの先輩たちが取り組んできたことを今年も生徒たちはしっかりと受け継いで
くれました。この良き伝統を受け継ぐ中心となったのは、やはり最高学年の３年生です。
文化発表会では各学級が合唱曲に取り組み、すばらしい歌声を聴かせてくれました。その中でも、３年生
の学年合唱は、文化発表会でも郡市音楽会で
も聴く人たちにたくさんの感動を与えてくれ
ました。この学年合唱に取り組む伝統は、２
年生が、そして１年生が引き継いでいってく
れるものと思います。３年生から後輩たちに
託すメッセージをいくつか紹介します。
紀南文化会館大ホールで『大地讃頌』を見事に歌う３年生
伝統合唱『大地讃頌』を後輩に託すメッセージ【３年学年通信『凛』から】
・伝統を受け継いでわかったけど、やっぱり、このまま後輩にも受け継いで欲しいと思う。この歌は歌って
きた先輩の気持ちがこもっているから、歌うとき気持ちを込めて欲しいです。【３年生男子】
・パートごとの音取りは難しくてあまり楽しくないかもしれないけど、全体で合わせた時は４つのパートの
音が重なって感動するので、大切に歌っていってください。【３年生女子】
・「大地讃頌」は東陽の３年生が歌うと決まっている伝統合唱です。毎年、３年生が歌っているのを聞い
て、「きれいやな」とか「さすが３年生やな」などと３年生の迫力を見せつけられるところがあり、かっこ
いいなと思っていました。自分たちもそんなふうになっていると思います。だから、後輩達には「そんなふ
うになりたいからがんばる」という気持ちをもって歌ってもらいたいです。【３年生女子】
・後輩達にも、必死になって『大地讃頌』を歌って欲しいです。【３年生男子】
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『全学年で健康教室に取り組む』

は、来年あたりになるとのことで、今から楽し

りながら、公民館活動を進めていきたいと存じ

１２月、学年別で健康教室に取り組みました。１年生は、講師に歯科医の初山先生をお招きし、「たばこ
の害」について学びました。２年生は、青少年センターの先生方から、「アルコールとたばこ」について学
習しました。３年生は、青少年センターの先生方と田辺保健所の保健師さんを講師にお招きし、「薬物乱用
防止教室」を開催しました。自分の健康を守るために、正しい知識と強い意志をもつことの大切さを考え、
法を守ることの重要性を学びました。生徒の感想を紹介します。
◎今日の健康教室で、アルコールやたばこが自分の身体にとってどんな影響をあたえるのかが分かった。未
成年の私たちがお酒などを飲んだり、たばこをすったりするのは法律で禁止されているのに、それをしたり
する未成年の人が中にはいます。もし、そんな人に「やってみない？」といわれてもきちんと「しません」
と断れるようにしたいです。友達がやりそうだったら、止めてあげたいです。配ってくださったティッシュ
に書いてある「吸わない意志を。吸わせない勇気を。」を大切にしていきます。今日は本当にためになりま
した。ありがとうございました。【２年生女子】
◎今日の健康教室で、改めて薬物は本当にだめなものだということを学びました。薬物を一回でも吸ってし
まうとやめられなくなってしまうので、ぼくは吸わないようにします。知らない人に誘われても勇気をもっ
て、きっぱりと断りたいです。【３年生男子】
◎私は、この健康教室で学んで良かったと思います。外国で３歳の子どもが、たばこを吸っていることにす
ごくびっくりしました。私は、たばこについてあまり知らなかったけど、たばこには、毒がたくさん入って
いることが分かりました。そして、タバコをやめられない理由は、ニコチンが原因だということも分かりま
した。（中略）私は大人になっても絶対にたばこを吸いたくないです。【１年生女子】

みにしています。

ます。最後になりましたが、皆様にとってよき

『２年生、救急救命講習の実施』
１１月２６日、２７日、２年生は田辺消防署の方々に指導していただき、３時間の救急救命講習に取り組
みました。約８名ずつのグループに分かれて、ＡＥＤの使用など体験をさせていただきました。
◎今日の救急救命講習で色んな事を学べました。小学校の頃教えてもらったことよりも、たくさん教えても
らいました。もし、本当に誰かが目の前で呼吸していなかったら、わたしは焦ってしまって、助けられるか
どうか不安です。でも、今日習った通りにすれば大切な人が助かるかも知れないので、自信をもってやろう
と思います。どれだけ早く心臓マッサージを始められるかで決まると思うので、どんなときも冷静でいたい
し、今日習ったことを忘れないようにしたいです。【２年生女子】
<４>

夏休みに実施した「写真教室」においても、
このバラ園を中心に撮影方法を教わりました。

１年になりますようご祈念申し上げ、新年のご
挨拶とさせていただきます。

秋の「写真展・文化展」には、撮影したバラの

東部公民館長 新藤 整市

写真を展示し、展示会の来場者に向けてバラ園
↓バラ園の整備作業

↓バスピン大会

を開放しました。残念ながら、時期的にあまり
花が咲いておらず、バラ園への客足は少なかっ
たのですが、本年や来年には、多くの花が咲い
ていることと思います。
また、今回で３回目となる「ふれあいバスピ

ウォークラリーの開催について

人権学習会の開催について

昨年度より開催している「ウォークラリー」
ですが、本年度は、南部公民館と共催で、２月
27日（土）午前９時～、の開催を予定していま
す。
詳細については、２月号
の公民館報にてお知らせ致
します。皆さんのご参加を
お待ちしています。

毎年２月に開催している「人権学習会」です
が、本年度においても、２月中の開催を予定し
ています。
講師や開催場所など、詳細については、２月
号の公民館報にてお知らせ
致します。どうぞ、よろし
くお願いします。
昨年度の様子 →

昨年度の様子 →
<１>

11月29日（日）、田辺第二小学校体育館にて
第３回ふれあいバスピン大会を開催しました。
低学年の部、39チーム、高学年の部48チー
ム、合計87チーム、261名の方が参加されまし
た。ご協力いただいた皆様、ありがとうござい
ました。結果は以下の通りです。（敬称略）

日

時：１月24日（日）
午前８時～午前10時頃
※雨天の場合、中止
場 所：東部公民館大集会室
内 容：窓拭きや草抜き
※清掃道具は、公民館で用意します。
問合せ：東部公民館（℡：25-0360）

パソコン教室が終わりました。
８月から始まり、月１回のペースで開催して
いたパソコン教室（全５回）が、12月９日で終
わりました。
東陽中学校の生徒が講師になり、パソコンの
使い方を、地域の方（受講生）に教えました。
５回の教室を通じて、パソコンの操作方法を教
え、教わるだけでなく、お互いの交流を深めら
れたことと思います。
受講生の感想を、ご紹介いたします。

【低学年の部】
優 勝：日下 侑太（小３）岡本 和樹（小３）
岡本 裕文（一般）
準優勝：三谷 莉久（小２）小柳 百花（小２）
小柳 晶弘（一般）
３

田中 悠心（小２）吉村 聡汰（小２）
村上 克典（一般）
【高学年の部】
優 勝：坪田 遥奈（中１）吉井 真広（中１）
吉井 真生（中３）
準優勝：田津 真也（中３）大川 丈翔（中３）
原田 珠里（中３）
３

舞踊サークル「東舞乃会」が出演
11月28日（土）、市民総合センターにて、田
辺市生涯学習フェスティバルが開催され、公民
館サークルの舞台発表に、東部公民館サークル
「東舞乃会」が出演しました。
日頃の練習の成果を、発揮
するよい機会になったことと
思います。皆さん、お疲れ様
でした。
<２>

位：北岡 瑞生（小５）小嶋 洸野（小５）
北岡 幹生（小５）
濱本 莉子（小６）濱本 海万（小５）
木本 光紀（一般）
中村教育長も参加され
ました。
→

・孫の様な先生に、手とり足とりで教えて頂
き、最終回では年賀状が作成できて、めでた
し、めでたし。
谷先生をはじめ、コンピューター部員の皆
様、ありがとうございました。また機会があれ
ば、教えていただきたく思います。
※５回目に作成した年賀状は、
東部公民館の廊下に掲示して
いますので、お立ち寄りの際
は、ご覧ください。

位：中道 小夏（小２）廣瀬 千華（小２）
廣瀬 良（一般）
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平成２７年
２７年１２月
１２月２４日
２４日 田辺第二小学校 学校だより
学校だより
２学期が終了しました！

１月の行事予定

長かった２学期も本日が最終日となりました。授業
日数は７６日間でした。ここで２学期を少し振り返っ
てみます。
運動会は、芝生が見事に生えそろった本校運動場で
開催することができました。テントの設置をはじめ，
大勢の皆様のご支援のおかげで当日はスムーズな運営
ができました。また，どの学年の子どもたちもすばら
しい演技を見せてくれました。
郡の陸上競技大会は，昨年度同様スポーツパーク陸
上競技場で開催されました。今年は天候にも恵まれ、
出場者全員全力で頑張ってくれました。特に女子４０
０ｍリレーでは大会新記録で堂々の優勝を飾りまし
た。
合唱部もすばらしい成績を収めています。明日は大
阪府の池田市で行われるＭＢＳこども音楽コンクール
西日本大会に合唱の部で出場する予定になっていま
す。
学校開放週間中には音楽会や絵画展を開催し，全校
授業公開を実施しました。練習の成果を披露できた合
唱や合奏，自分の思いを表現した図画作品，学習の様
子を多くの保護者の方にご覧いただきました公開授業
等、子どもたちはどの場面でも精一杯の取り組みを
し，充実感と達成感を味わうことができたと思いま
す。
本日、担任からお渡しした連絡簿をよくご
覧いただき、子どもたちが良い点をさらに伸
ばすことを中心に課題については少しでも克
服できるようにご家庭でも励ましてあげてい
ただきますようお願いいたします。

１日（金）元日
元日
２日（土）新春初泳ぎ
４日（月）仕事始め
５日（火）出初め式
８日（金）明るい笑顔街いっぱい運動 セーフティー
ネットの日 ３学期始業式 職員会議
９日（土）新春長距離走（田辺スポーツパーク陸上競
技場）育友会ソフトバレー練習開始
10日（日）「成人の日」記念式典
11日（月）成人
成人の
成人の日
12日（火）学びタイム【読書】 給食開始 身体測定
(高) 図書返却 委員会・代表委員会 剛健
タイム開始 スクールカウンセラー来校日
13日（水）学びタイム【漢字】 身体測定(中)
職員会議
14日（木）テレビ放送・フッ化物洗口
15日（金）学びタイム【計算】
16日（土）県ＰＴＡ指導者研修会 東部補導委員会
17日（日）育友会ソフトバレーボール大会
18日（月）学びタイム【学級裁量】
19日（火）音楽集会(低)･体育集会(高)
20日（水）学びタイム【漢字】
21日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 ベルマーク整
理(４年) たなべる紙芝居鑑賞(1～3年)
22日（金）学びタイム【計算】
23日（土）家庭科作品展(大塔）
子どもふるさと絵画展(紀南文館)
24日（日）家庭科作品展 子どもふるさと絵画展
25日（月）学びタイム【読書】
26日（火）音楽集会(高)･体育集会(低) クラブ活動
スクールカウンセラー来校
27日（水）学びタイム【学級裁量】
28日（木）学級扱い フッ化物洗口
29日（金）学びタイム【計算】
30日（土）科学作品展示会(白浜)
31日（日）市子どもクラブ駅伝大会（田辺スポーツ
パーク） 科学作品展示会
◎12日，26日のスクールカウンセラーによるカウンセ
リングをご希望の方は，担任までご連絡下さい。

冬休みの生活について

←白熱した試合が行
われました。
※大会当日の落し物を、東部公民館で預かって
います。お心当たりのある方は、東部公民館ま
でご連絡ください。
・トートバッグ（紀州レンジャーのロゴ入り）
・巾着に入った携帯用スリッパ
・子ども用の黒いサンダルと紫のサンダル
・ラケット×２

へんしんのゆめ

東部公民館では、以下の通り「清掃作業」を
実施します。公民館を利用されているサークル
の方々をはじめ、公民館運営委員さん、人材バ
ンク登録者や地域の方々のご協力を、よろしく
お願いいたします。
なお、東陽中学校育友会による中学校の清掃
作業も、同日時に行われます。お互いに協力し
て作業を行います。

けむしじんべえ

第３回ふれあいバスピン大会の結果

あしたになれば
ぼくだって
あしたになれば
ぼくだって
うん きっと
あしたになれば
ぼくだって！

東部公民館 清掃作業

明日からいよいよ冬休みが始まります。各学級でも
お休み中の生活の仕方や不審者への対応等について指
導をしています。ご家庭の皆様も，ぜひ子どもたちと
いっしょに「冬休みの生活」プリントをお読み下さ
い。
冬休みはどうしても夜更かしをしがちで
す。そのうえ朝は寒いので，ふとんからも出
にくくなります。計画を立て，規則正しい生
活ができるようにお声かけをお願いします。
年末年始は，家庭が一年中で一番忙しい時期でもあ
ります。子どもたちにたくさんお手伝いをさせて下さ
い。また、子どもたちはお年玉等でお金をいただく機
会も多いことと思います。この機会にお金の大切さと
よりよい使い方についてもご指導をお願いします。

校内持久走記録会がんばりました

明るい笑顔・街いっぱい運動
１月８日（金）、２月１日（月）
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

１２月１日（火）に扇ヶ浜のトリムコースにおい
て、校内持久走記録会が開催されました。当日は、天
候にも恵まれ、参加児童全員が力一杯の走りを披露し
てくれました。ご参観いただきました保護者の方々、
大会運営にご協力をいただきました、学級委員さんや
育友会本部役員の皆様方に心よりお礼申し上げます。
<３>

