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第４回ふれあいバスピン大会の開催について
東部公民館・单部公民館 後援 ＥＳスポーツクラブ

●目的
和歌山県発祥のスポーツであり、田辺第二小学校区に強く根付いているバスケットピンポンを通
じて地域間、世代間の交流促進を図ることを目的として開催します。

●日時
●練習・受付
●開会式
●終了

11月23日（水・祝日）※予備日なし

●場所

田辺第二小学校体育館
※駐車場は東陽中学校体育館前及び東部公民館駐車場がございますが、できるだけ

午後４時～午後４時50分
午後５時～
午後７時30分（予定）

徒歩等でお越しください。

婚活事業『中学校de縁結び』を開催しました。
去る10月23日（日）、東陽中学校と東部公民館を舞台に婚活事業『中学校ｄｅ縁結び』を開催い
たしました。
６月に東部・单部公民館区域内の若い世代の皆様方を中心に実行委員会を立ち上げ、この事業を
有意義なものにし、１組でも多くのカップルが誕生することを願って委員一同お仕事等で忙しいに
も関わらず、日々議論を重ねてまいりました。
当日は、59名の参加者をお迎えし、事業がスタートしました。参加者の皆様方もお互いの自己紹
介の後、キャンドル作り、昼食、校内でのウォークラリーを通じて終始和やかな雰囲気で楽しんで
いただいていたように伺えました。
事業の最後のカップルの発表では、５組のカップルが誕生し、委員一同今までの苦労が一気に消
え去り、感慨もひとしおの瞬間でありました。
カップルになられた５組の皆様方、本当におめでとうございます。委員一同、皆様方の御多幸と
御健勝を御祈念申し上げます。
また、残念ながら今回カップルにはなれなかった皆様方も今後の人生の中で新たな素晴らしい出
会いにめぐり合えることを御祈念申し上げます。
最後になりましたが、本事業を温かく見守っていただきました地域の皆様方、本当にありがとう
ございました。今後も東部・单部公民館を温かく見守っていただきますとともに、御指導と御鞭撻
の程よろしくお願い申し上げます。
平成28年10月25日
田辺市東部・单部公民館婚活事業実行委員会委員一同

●対象 田辺第二小学校の児童及び保護者（児童は体操服を着用）
東陽中学校の生徒及び保護者
一般、その他公民館長が許可した者

●試合 団体戦（３人で１チーム）
トーナメント戦（低学年、高学年の部）
３セットマッチ戦（11点）
※チームの編成は、２人は第二小学校の児童、１人は一般、保護者及び中学生とします。
（参加者数によっては、この限りではありません）
※申込者からの指定がない限り、事務局でチームを割り振りします。
※敗者復活戦は、実施しません。
※小学生、中学生のみでの参加は、保護者の同意の上で申込をお願いします。

平成28年度東部公民館グラウンドゴルフ大会の結果について
去る８月27日（土）、厳しい残暑の中、平成28
年度東部公民館グラウンドゴルフ大会を文里芝グ
ラウンドにて開催いたしました。
残暑が厳しいにも関わらず、館区内の44名の皆
様方に御参加いただきました。
当日は、事故もなく無事に終了することができ
ました。
また、早朝から準備に関わっていただきました
委員の皆様、地域の皆様方本当にありがとうござ
いました。
なお、上位入賞者及びホールインワン賞を受賞
された方は右面に記載のとおりです。（敬称略）

11月10日（木）

●申込締切
●申込先

東部・单部公民館事務局（℡25-0360） 田辺市神子浜一丁目４番66号

★練習日の日程

★場所

１回目 11月７日（月） ２回目 11月14日（月）
３回目 11月15日（火） ４回目 11月21日（月）
※時間は、すべて午後７時30分からです。
東部公民館大集会室
囲碁ボール大会の開催について

单部・東部公民館健康体操及びレクリエーション
教室では、館区内の住民の皆様方の健康増進と地域
間の交流の促進のため、下記のとおり囲碁ボール大
会を開催します。申込は、１名からでも可能です。
お気軽に御参加ください。
★囲碁ボール
碁盤に見立てた人工芝の専用マットと白黒の
ボール、木製スティックを使って五目並べをする
ニュースポーツです。

●日時：11月15日（火）午後７時30分～
●会場：田辺第二小学校体育館
●持ち物：体育館シューズ
●申込締切：11月11日（金）
●申込・問合せ
東部・单部公民館事務局（℡25-0360）
田辺市神子浜一丁目４番66号

●１位 竹中 秀夫
●３位 山本 百枝
●５位 宗宮 信子
【ホールインワン賞】
●竹中 秀夫
●桑田 ゆり子
●古川 洌
●山本 昌二郎
●塩本 敏
●宗宮 信子
●成瀬 實

●２位 山本 百枝
●４位 山本 昌二郎

●竹中
●滝本
●坂口
●森下
●松下
●山本
●浅井

富美子
泉
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宗記
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陽子

受賞されました皆様方、おめでとうございま
す。

【お詫び】
紙面の都合により、本事業の記事の掲載
が遅れましたことを深くお詫び申し上げま
す。
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平成２８年１０月３１日

学校開放週間の取り組みについて
本年度の学校開放週間は11月４日(金)～17日
(木)です。
13日は日曜参観日で，午前中に校内音楽会を開
催します。児童は現在、当日の舞台に向けて熱心
に練習を積み重ねています。また、今年も東陽中
学校の合唱部や吹奏楽部の皆さんがすばらしい合
唱や演奏を披露してくれる予定になっています。
７ 日（月）、８ 日（火）、９ 日（水）は 校 内 絵
画展です。今年も公開日は、３日間となります。
15日の５時間目を全校一斉の公開授業と設定し
ています。もちろん，６時間目のクラブ活動や15
日以外の日のどの授業も自由にご参観いただけま
すのでおいで下さい。
以上のような取り組みを行いますので、たくさ
んの皆様のご来校をお待ちしています。どうぞよ
ろしくお願いします。
なお、開放期間中には、17日（木）に紀单文化
会館で郡市音楽会が開催され、本校から４年生と
６年生が代表として参加しますし、４日（金）に
は中学校と近隣の幼稚園・保育所の合同避難訓練
（津波避難訓練）を実施する予定ですので、時間
がございましたら、そちらの方もご覧下さい。

〔校内絵画展について〕
今年の校内絵画展を下記の日程で開催します。ぜ
ひご鑑賞下さいますようご案内申し上げます。
◆日時：11月７日（月）10：30～19：00
11月８日（火）9：00～19：00
11月９日（水）9：00～16：30
◆場所：田辺第二小学校 体育館

秋季運動会が無事に終了
９月25日（日）の運動会当日は、朝から小雨が
ぱらつき、時には大粒の雨が降るといった天候で、
プログラム順を入れ替えたり、育友
会種目と東陽中学校の友情出演（よ
さこい）を中止したりしましたが、
皆様のご協力のおかげをもちまし
て、無事に秋季運動会を行うことが
出来ました。運動会前や当日の準備
か ら、場 外 整 理、後 片 づ け 等 々 ま
で、本 当にあり がとうご ざいま し
た。温かいご声援をいただきましたことにも重ねて
御礼申し上げます。

「秋の遠足」のお知らせ
昨年度は、国体観戦を実施したため休止しており
ました「秋の遠足」を11月22日（火）に実施致しま
す。６年生は、伝統となっております「高雄山」へ
の登山を行い、校訓「剛健」の精神を体得しようと
考えております。もしも当日雨天の場合は、24日
（木）に延期して行います。（両日とも雨天の場合
は、本年度は中止とします。）
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学校だより

11月の行事予定
１日（火）明るい笑顔街いっぱい運動 登校指導
全校集会 委員会・代表委員会
２日（水）学びタイム【国語】
スクールカウンセラー来校日
３日（木）文化の日
４ 日（金）学 び タ イ ム【算 数】合 同 避 難 訓 練
◇学校開放週間～１７日
５日（土）郡美術作品展１日目（三栖小）
なんぶフェスティバル１日目
６日（日）郡美術作品展２日目（三栖小）
なんぶフェスティバル２日目
７日（月）学びタイム【読書】 校内絵画展１日目
８日（火）全校音楽集会
校内絵画展２日目
東部補導委員会
９日（水）学びタイム【国語】 ６限まで授業
校内絵画展３日目
１０日（木）テレビ放送 ５限まで授業
１１日（金）学びタイム【算数】
ＡＬＴ来校日
１２日（土）子どもクラブ校内バスピン大会
１３日（日）校内音楽会(日曜参観日)
１４日（月）振り替え休業日
１５日（火）【低】音楽集会 【高】体育集会
全学年公開授業（５限） クラブ活動公開
１６日（水）学びタイム【国語】
スクールカウンセラー来校日
１７日（木） テレビ放送
郡市音楽会（紀单文化会館）4,6年出場
１８日（金）学びタイム【算数】
５年福祉体験学習
１９日（土）県学校美術展１日目
（岩出市立山﨑北小）
２０日（日）中芳養地域共育コミュニティ発表会
（中芳養幼稚園・小・中学校）
県学校美術展２日目
（岩出市立山﨑北小）
２１日（月）学びタイム【読書】
２２日（火）秋の遠足（給食なし）
２３日（水）勤労感謝の日
神子浜子ども祭
公民館バスピン大会（本校体育館）
２４日（木）テレビ放送
秋の遠足予備日（給食なし）
ベルマーク整理（５年）
２５日（金）学びタイム【算数】
２６日（土）田辺市生涯学習フェスティバル１日目
（市民総合センター）
２７日（日）田辺市生涯学習フェスティバル２日目
（市民総合センター）
２８日（月）学びタイム【読書】
２９日（火）【低】体育集会【高】音楽集会
ＡＬＴ来校日
３０日（水）「漢字の博士試験」受験日

<３>

東陽中学校・学校だより
10月号 平成28年10月21日
10月15日(土)、16日(日)、田辺・西牟婁中学校新人総合体育大会が開催されました。１、2年
生からなる新チームになって初めての公式大会でした。結果は下記の通りです。この結果を踏
まえ、春の大会に向けて更に心身を鍛えてくれるものと思います。保護者の皆様、地域の皆
様、応援ありがとうございました。さて、秋は文化・芸術の祭典が市内のあちこちで行われます。東 陽
中学校の文化発表会は11月16日(水)です。校区にある公民館や児童館、小学校の音楽会には、生徒の作品
を出品し、合唱部員や吹奏楽部員、一年生のよさこいメンバーが出演させて頂きます。生涯学習フェス
ティバルでは、学社融合の取り組みとして、家庭科の時間に作った「東陽バーガー」も販売します。生徒
たちの日頃の学習の成果を、多くの方々にご覧頂きたいと思います。

田辺・西牟婁 新人総合体育大会 結果
卓球部男子団体 準優勝！
男子団体は、決勝戦で田辺中と1点を争う接戦の
末、準優勝しました。１１月１２日、白浜町で行わ
れる県大会に団体戦で出場します。
男子個人２位
折戸美月 (２年)

【男子ソフトテニス部】
団体の予選リーグを１位通過し、準々決勝で上
富田中と対戦しましたが惜敗しました。ベスト８
でした。

【男子バスケットボール部】
準決勝で、高雄中学校と対戦しました。
接戦となりましたが、惜しくも敗れました。

女子バスケット部、準優勝！
準決勝は上富田中に勝ちました。決勝は、高雄中
【剣道部】
と対戦して敗れ準優勝となりました。１０月３０
団体戦は男子が５校のリーグ戦に出場し、善戦
日、本校で行われる三郡大会に出場し、県大会をめ
しましたが惜しくも敗れました。個人戦も頑張り
ざします。
ました。
女子ソフトテニス部 個人ペア 優勝！
個人の部では、120余りのペアの中、見事優勝しま
した。11月6日橋本市で行われる県大会に出場しま
す。
女子個人１位
森一葉、殿水芽依 組（２年）
女子個人５位
倉本楓佳、江頭穂花 組（２年）
団体の部も予選リーグを２位通過と健闘し、ベスト
８。

文化クラブの活動の紹介
【文芸部】
公民館の催し物や写真展、文化発表会で作品を
発表します。11月２６日（土）市民総合センター
にて「東陽バーガー」(限定50個)を販売します！

【コンピュータ部】
地域の方に指導頂いた写真を28日から本校で展
陸上部は、一足早く９月25日に郡大会、10月9日に 示します。パソコン教室も地域の方と楽しく実施
中!!
県大会が開かれました。大雨の中で頑張りました。
2年女子200m ２位、100m ３位 住山海音
【合唱部】 全国大会出場！10月30日(日)
1年女子800ｍ ２位 天野桃花
高松市で行われる全国大会に出場します！11月
【県新人大会の結果】(10/9 田辺ＳＰ)
は校区内の様々な催しで披露させて頂きます。
２年女子２００ｍ
３位 住山海音

陸上部

【吹奏楽部】
郡市音楽会やなんぶフェスティバル、小学校
１回戦、明洋中と対戦しました。最終回まで接戦
音楽会に参加します。コンサートには是非お越
となりましたが、惜しくも敗れました。
しください。

【野球部】

【サッカー部】

東陽中学校文化発表会
１回戦、衣笠中と対戦しました。前半に得点を先
取され、後半に巻き返しましたが、２対４で敗れま 11月16日（水）東陽中学校体育館
８：35開会 15：40分終了予定
した。
【バレー部】

白浜中、新庄中、上芳養中との４校予選リーグで2
位通過。決勝トーナメントで大塔中に敗れベスト
８。
<４>

合唱部・吹奏楽部 合同コンサート
11月23日（祝・水）紀单文化会館大ホール
13：30開場、14：00 開演、入場無料

