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みなさん、明けましておめでとうございます。平成２８年（２０１６年）が
始まりました。今年の干支は、申（さる）です。昔から申年は、“災いが去る”
と言われ縁起の良い年と言い伝えられています。また、これまで努力してきた
ことが実を結ぶ年になることから「成就や成功」の意味を表すそうです。私た
ちも、日々の努力を積み上げ、自分の大きな目標を成し遂げたいものです。
また、今年は皆さんも知っていると思いますが、夏に南米初のオリンピックがブラジルで
開かれますし、今年は４年に一度の閏（うるう）年でもあります。閏年とは、地球が太陽を
回る公転のズレを調整するために、４年間で一日を増やす年のことを言います。よって、２
月は２９日あります。つまり、今年は、１年が３６６日ある年になります。今年は、特別な
年になりそうな予感がしますね。
さて、今日から３学期がスタートします。１年生は学習と部活の習慣化が図れるように
なってきました。２年生は学校を引っ張っていくリーダーとして、文武両道の力がついてき
ました。１・２年生は今年度の仕上げをしっかり行うと共に、次の学年に向けて実力をつけ
る大事な時期にして欲しいと思います。３年生は、３月８日の卒業式と１０日の高校入試が
あと２ヶ月に迫り、九年間の義務教育の締めくくりをする大事な時期となります。そして３
年生の皆さんが、目標をもって受験勉強にしっかりと励み、春には自分の進路を実現し、す
てきな花が咲かせられるようにして欲しいと願います。受験は東陽中の３年生全員が立ち向
かう団体戦です。一人だけが苦しく、しんどいのではありません。皆で力を合わせて乗り越
えていきましょう。ここで、１・２年生の皆さんと先生方で、３年生に激励の拍手を贈りま
しょう。３年生の皆さん、精一杯頑張って下さい。
最後に、日光東照宮の彫刻で有名な３匹の猿は、それぞれ目と耳と口を押さえ、「見ざ
る、聞かざる、言わざる」のポーズをしていますが、今年の東陽中の生徒は、積極的に「見
よう、聞こう、言おう」の姿勢で、表現力を身につける年にしてもらいたいと思います。
玄関前に今年度当初に示した凡事徹底を貼っています。そこに書かれた３点が、自
分としてこの一年間にできたかどうか確認する３学期にしてもらいたいと思います。

合唱部、ＭＢＳで優秀賞受賞！

駅伝部、全力で頑張りました！

合唱部は、１２月２５日(金)、兵庫県池田市
で開催された『平成２７年度こども音楽コン
クール西日本優秀校発表音楽会』に出場しまし
た。合唱部門と重唱部門に出場し、どちらも優
秀賞を受賞しました。３年生の部員にとって
は、この発表会が中学校生活最後の演奏でし
た。この１年間、３年生中心に素晴らしい歌声
を聴かせてくれました。ありがとうございまし
た。

【田辺西牟婁中学校駅伝競走大会 12/19】
◎男子の部 第２位
３区２位：重石卓哉 ４区２位：吉川雄人
６区２位：根岸大悟
◎女子の部 第２位
１区１位：山本千聖 ２区２位：尾谷夏泉
３区１位：天野美生 ４区２位：住山海音
５区２位：野田怜由

アンサンブルコンテスト田辺西牟婁地区予選
吹奏楽部は、１２月２３日(水)、紀南文化会
館で開催されたアンサンブルコンテストに１，
２年生で出場しました。管楽七重奏で金賞、管
楽打楽器八重奏で銅賞を受賞しました。おめで
とうございます。
<４>

＜東部公民館事務局＞
〒 646-0025 田辺市神子浜1-4-66
TEL:0739-25-0360 FAX:0739-34-2585
ホームページ：http://toubu.higoyomi.com

東部・南部公民館

ウォークラリーの開催
日

時：２月27日（土）
賞品（1～８位、飛び賞）と、
（受付）午前８時30分～ （開会）午前９時00分～
参加賞を用意しています！
※雨天の場合は、28日（日）に順延します。
※延期の決定は、当日の午前７時30分時点で判断し、延期の場合のみ代表者に連絡。

集合場所：東部公民館 大集会室
競
技：主催者が設定した地域のポイントを、グループで歩いてまわります。
（３ｋｍ程度、スタート・ゴールは東部公民館）
① ポイントにあるクイズの正答率
② まわり終えるのにかかった時間と、主催者の設定時間との誤差
①と②で、順位を競います。
※当日、ポイントが書いてある地図を配ります。
参 加 費：無料
＜申込みについて＞
・２名～５名のグループで申込んでください。
・グループには、必ず大人の方を１名以上入れてください。
↑昨年度の様子
・中学生だけのグループも申込みできます。
・申込用紙は、東部公民館に置いています。また、電話やFAXでも受付けます。
・申込みの締切りは、２月19日（金）まで
＜申込み・問合せ＞東部・南部公民館事務局(田辺市神子浜1-4-66

FAX:34-2585)

東部・南部・ひがし公民館

「台風12号災害を振り返って」

ソフトバレーボール親善交流大会

時：２月20日（土）

午後１時30分～午後３時
場 所：東部公民館 大集会室
講

℡:25-0360

東部・南部公民館、南部センター人権学習会

平成23年９月に紀伊半島を襲った台風12号に
より、田辺市伏莬野区の前谷地区では、深層崩
壊に襲われ未曾有の大災害をもたらしました。
東部・南部公民館、南部センターでは、当時
から、伏莬野区区長を務められている谷口順一
さんをお招きし、当時の状況を振り返りなが
ら、防災と人権について考える学習会を開催し
ます。
地域の皆様の、ご参加をお待ちしています。
日

【第49回紀南中学校新人駅伝競走大会 1/17】
◎男子の部 第３位
１区３位：山本涼介 ４区２位：豐嶋悠斗
５区２位：吉川雄人
◎女子の部 第２位
２区３位：尾谷夏泉 ３区１位：住山海音
４区３位：野田怜由 ５区２位：天野美生

主事 大倉 聖秀

師：谷口 順一 氏
（田辺市伏莬野区 区長）
申込み：不要
問合せ：東部・南部公民館事務局
（℡：25-0360 FAX：34-2585）

日

場

時：２月14日（日）
（受付）午前８時30分～50分
（開会）午前９時00分～
所：田辺東部小学校 体育館

競

技：①女子の部
②男女混合の部（男子出場２名以内）
※①は参加チーム数により、変更する場合あり
※①・②共に１チームの登録人数は６名以内
参加資格：田辺市東部・南部・ひがし公民館区
在住の一般男女（学生を除く）
参加費：無料
その他：体育館シューズを持参すること
申込み：２月８日（月）まで
＜申込み・問合せ＞
東部・南部公民館事務局
（TEL：25-0360 FAX：34-2585）
<１>

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

みみずみつお

時
場

すき

２月１日（月）、３月１日（火）

ぼくは だいちが
だいすきだ

<２>

明るい笑顔・街いっぱい運動

すきなの

展示期間：２月６日（土）～14日（日）
午前９時30分～午後７時30分
※７日(日)、11日(木)、14日(日)は
午後６時まで
※８日(月)は休館日
会場：田辺市文化交流センター たなべる
（田辺市東陽31-1）
主催：和歌山県選挙管理委員会
共催：田辺市選挙管理委員会

おうちに

入選・佳作作品展示会

田辺第二小学校では、ベルマークを集めてい
ます。ベルマークを切り取って集めることで、
学校に役立つものを買うことができます。
東部公民館にベルマークを入れる箱を置いて
いますので、ご協力をお願いいたします。
田辺第二小学校ベルマーク委員会

おふとん

１月24日（日）に予定していた東部公民館清
掃作業は、雪のため中止になりました。
参加を予定していた皆様、申し訳ありません
でした。来年度の清掃作業については、日程が
決まり次第、公民館報にてお知らせ致しますの
で、よろしくお願いいたします。

ようふく

清掃作業の中止

ごはんに

問合せ：南部公民館事務局（℡：25-0360）

ベルマークの回収
平成27年度 明るい選挙啓発ポスター

第４４３号
４４３号 平成２８
平成２８年
２８年２月１日 田辺第二小学校 学校だより
学校だより
本年度もあと２ヶ月

２月の行事予定

「あけましておめでとうございます」と言っている
うちにあっという間に２月に入りました。月日の流れ
る速さに驚くばかりです。今日現在，授業日数は残り
３６日（６年生は３５日）となりました。
２月中にも各学年で様々な行事や活動が予定されて
います。また、学年末に向けて学習の総仕上げをしっ
かりやりたいと思います。子どもたちが一日一日を健
康で有意義に過ごせるよう、ご家庭でも応援をお願い
いたします。

１日（月）明るい笑顔街いっぱい運動 学びタイ
ム【読書】 ５年福祉体験学習
東陽中学校入学説明会（東陽中）
２日（火）校長訓話 なかよしサッカー大会
（芳養小）ＡＬＴ来校日
３日（水）学びタイム【漢字】 豆まき集会
（１･２年）（育）広報部会
４日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
ベルマーク整理(全学年)
５日（金）学びタイム【計算】
６日（土）県科学作品展示会①（橋本市）
７日（日）県科学作品展示会②（橋本市）
８日（月）学びタイム【学級裁量】
９日（火）(低)音楽集会(高)体育集会 スクール
カウンセラー来校日 委員会・代表委
員会 東部補導委員会
10日（水）学びタイム【漢字】
11日
11日（木）建国記念の
建国記念の日
12日（金）学びタイム【計算】
13日（土）書初め金賞展①（白浜）
ふれあい文化祭（ハナヨ）
14日（日）育友会文化部主催料理教室 書初め金
賞展②(白浜)ふれあい文化祭(ハナヨ)
15日（月）学びタイム【読書】 ＡＬＴ来校日
16日（火）(高)音楽集会(低)体育集会
クラブ活動（３年生見学）
17日（水）学びタイム【学級裁量】
職員会議
18日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
19日（金）学びタイム【計算】
22日（月）学びタイム【読書】
23日（火）縦割り班活動
スクールカウンセラー来校日
24日（水）「漢字の博士試験」実施日
25日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
26日（金）学びタイム【学級裁量】 ＡＬＴ来校
日 立正幼稚園との交流会
新入児物品販売日
29日（月)学びタイム【読書】
★２月は低,中、高学年別に本年度最後の参観日
が実施されます。詳細が決まりましたら、改め連
絡いたします。

育友会ソフトバレーボール大会
＜大会実施及び競技方法他＞
・試合方式は、予選リーグ・決勝トーナメント
で順位決定を予定しています。
・１チーム３名以上(チーム編成は自由)とし、
代表者１名(出場選手兼任可)を置いてくださ
い。
※チーム数により、変更する場合有。
※大会終了後、各チーム選手混合で交流試合を
行う予定です。

あそんで
いきる！

神 田：立正幼稚園前高台、第二小学校屋上
東本町：オークワ駐車場、第二小学校屋上
末 広：オークワ駐車場、第二小学校屋上
扇ヶ浜：オークワ駐車場、第二小学校屋上
磯 間：日吉神社、覚照寺の裏山高台
第二小学校屋上
新屋敷町:オークワ駐車場、第二小学校屋上
ファミールヴィラ：敷地内プレイロット
神子浜：田辺高校正門、旧あゆみ保育所跡地
神楽神社裏山の高台、第二小学校屋上
東 山：東山町内会館、オークワ駐車場
文 里：文里一丁目高台、文里二丁目高台
上浜田：オークワ駐車場

＜申込締切＞
・申込用紙に必要事項を記入し、２月19日(金)
までに南部公民館事務局へ申込みください。
・申込用紙は、東部公民館（田辺市神子浜1-466）に置いています。
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＜南部ブロック11町内会一時避難場所＞

催：和歌山県ファミリーバドミントン協会
催：田辺市南部公民館
時：２月28日（日）
（受付）午前８時30分～
（試合）午前９時～
会 場：田辺第二小学校体育館
参加費：１チーム１，２００円
参加資格：ファミリーバドミントンができる人
チーム数：12チームを予定

だいす

実施日：２月21日(日)午前９時30分～
＜防災放送＞
20日(土) 午後６時30分～
（避難訓練の予告放送）
21日(日) 午前９時20分～
(避難訓練開始合図の放送）
午前９時30分～
（大津波警報３秒が３回と、防災放送）
※放送と同時に徒歩にて、一時避難場所へいち
早く避難してください。
※徒歩で避難できない方を、車等に乗車させ一
時避難場所へ避難させてください。
所持用品：緊急非常持ち出し袋等を持って避難
してください。

主
共
日

ん？
「だいち」って 「ち
きゅう」だよな
つまり ぼくは

「大津波避難訓練」のご案内
田辺市町内会南部ブロックでは、東海・東南
海・南海３連動型巨大地震が発生し、大津波が
田辺湾に押し寄せたとの想定で、以下のとおり
避難訓練を行います。防災放送の案内と同時
に、徒歩で各町内会の一時避難場所へ避難して
ください。

ちきゅうが
きだ！

和歌山県ファミリーバドミントン
交流大会の開催

田辺市町内会南部ブロック合同防災訓練

育友会体育部主催のソフトバレーボール大会が１月
１７日（日）に行われました。始業式翌日の１月９日
より連日、本校体育館を使用して地区ごとに練習が行
われてきました。
今年度は育友会から２２チーム、職員から３チーム
の参加がありました。笑い声一杯の和気あいあいとし
た雰囲気の中で試合が進みました。また好プレーや珍
プレーには大きな歓声があがりました。
決勝戦は、神子浜地区と磯間地区との戦いになりま
した。決勝戦にふさわしい引き締まった試合となりま
したが、見事に優勝に輝いたのは,神子浜Ａチームでし
た。神子浜Ａチームのみなさんおめでとうございまし
た。また、準優勝は、磯間Ａチーム、３位は神子浜Ｂ
チーム、東本町チーム、神田チームでした。寒い中で
の大会開催でしたが、大きなけがもなく無事に全試合
が行われ、育友会員の親睦が図れた半日になったこと
と思います。寒い中朝早くから大会を運営して下さっ
た役員の皆様方、本当にお疲れ様でした。

めずらしい積雪に大喜び
１月２５日（月）の朝は、前日の夜から降り積もっ
た雪で、田辺市内は真っ白に雪化粧しました。
本校の校庭も数センチの積雪で、子どもたちは大喜び
でした。滅多にない積雪に、１限目は、全校の児童が
運動場で雪遊びを行い大きな雪だるまがいくつもでき
あがっていました。

９日、２３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。
<３>

