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東部公民館報
『３年生卒業式

２年生立志式』

平成２７年度もあと一ヶ月余りとなりました。３年生は、３月８日の卒業式に向けて取り組みを進
めています。また、３月１０日・１１日の県立高校入試に向けて、それぞれの生徒が学習の最後の追
い込みに頑張っています。卒業していく３年生一人一人が、しっかりと自分の進路を歩んでいってく
れることを期待します。
２年生は、２月２６日に立志式を行います。立志式は昔の成人式にあたるもので、数
えの年で１５歳、現在の年齢で１４歳の時に元服の祝いをしていたことに由来します。
２年生一人一人が、大人になるために、自分の将来の目標や夢を堂々と発表します。

２月１１日、神戸市でJICA国際協力中学生エッセイコンテスト２０１５関西ブロック表彰式が開催
され、１年生の三本琴未さんの作品が、「独立行政法人国際協力機構関西国際センター所長賞」を受
賞しました。また、東陽中学校は、「学校賞」も受賞しました。三本さんの受賞作品を紹介します。

『世界をまるごと受け入れよう』
私は今年、中学生になって気づいたことが
ある。隣の小学校から来た同級生は、ユー
チューバーの話になると、とても盛り上がっ
ている。しかし、私と同じ小学校の卒業生
は、その話題になるとついていけなくなる。
他にもいろいろなことを見ていて、隣の校区
の小学校なのに、これだけ文化がちがうのだ
と感じた。
隣の校区の小学校でこれだけのちがいがあ
る。まして外国となったら、もっと大きな差
があると思う。私は小学校の時の自由研究
で、猫の殺処分について調べていて、ドイツ
のティアハイム（動物保護施設）へ見学に
行ったことがある。日本ではエサをもらって
清潔にしてもらっていたら、それで十分だと
されていて、私もそう思っていた。しかし、
ティアハイムでは、エサをあげて清潔にして
あげることはもちろん、それぞれの猫が、リ
ビングルームくらいの大きさの部屋で、カラ
フルなクッションやタオルの上に座ってい
て、まるでふつうの家で飼われているよう
だった。ドイツでは、せまい場所に閉じ込め
られていたら、虐待だとされてしまう。国が
ちがえば、何を良しとし、何を悪いとするの
かもちがう。つまり、それぞれの国にそれぞ
れの常識がある。
いろいろな国の常識を調べてみると、外国
の常識を日本へ取り入れたいと思うこともあ
れば、その逆もある。しかし、国際理解は、
お互いの常識をまずはまるごと受け入れるこ
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東陽中学校
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三本琴未

とから始まると思う。批判もしない。比較も
しない。ああ、この人達はこうなんだ
とそっくりそのまま受け入れる。それは、他
の人を尊重することにつながり、世界平和へ
の第一歩になる。
中学校の私のクラスは、新学期が始まった
頃は、最初に書いたように、出身小学校ごと
に盛り上がる話題がちがった。つまり、出身
小学校ごとの文化圏があったのだ。しかし、
一学期間一緒に過ごして、夏休みに入る頃に
は、みんなで一つの話題で盛り上がったり、
笑ったりできるようになっていた。同じ授業
を受けて、同じ行事に取り組む中で、私達は
一つの文化圏を作り出すことに成功したの
だ。どんなにラインやメールでつながってい
ても、同じ時間に、同じ場所で、同じ物を見
て、聞いて、一緒に笑ったり、泣いたりする
一体感には勝てない。
私達は、これからどんどん世界に出て行っ
て、世界のいろんな人と一緒に過ごしていけ
ば、お互いのベースがちがっても、一つのこ
とで喜んだり、悲しんだりするようになるだ
ろう。そうして世界が一つになっていけると
私は思う。通信技術が発達して、世界中の人
達との連絡は、どんどん取りやすくなってい
るけれど、その便利さに満足せずに、知らな
い人達の中に飛び込んで、びっくりしたり、
とまどったりしながら、全身で世界を受け止
めていける人になりたい。

＜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

東部公民館サークル・教室の紹介
教室名

公民館サークル ・教室

ＪＩＣＡエッセイコンテスト表彰

平成28年3月号

主事 大倉 聖秀

日 時

場 所

会費／備考

舞踊サークル「東舞乃会」

毎月第２・３・４金曜日
午後１時30分～午後３時頃

東部公民館大集会室

12,000円（年）

太極拳サークル

毎月第１・３木曜日
午後７時～午後９時

東部公民館大集会室

4,000円（半年）

モリヨーガ（ヨーガサークル）

毎週水曜日（第５水曜日を除く）
東部公民館大集会室
午前10時～午前11時30分

300円（１回）

卓球サークル

毎月第２・４土曜日
午後７時～午後９時

東部公民館大集会室

100円（１回）

健康体操・レクリエーション教室

毎週火曜日
午後７時30分～午後10時

田辺第二小学校体育館

無料

※掲載しているサークル・教室以外にも、東部公民館で自主的に活動して
いる団体（合唱サークル、スポーツ吹き矢、子育てママによるコーラス等）
があります。活動の輪を広げたい方は、東部公民館（℡：25-0360）までお
問合せください。

人権学習会を開催しました。

平成28年春季全国火災予防運動

２月20日（土）、東部公民館大集会室にて、
東部・南部公民館、南部センター共催の「台風
12号災害を振り返って」と題する人権学習会を
開催しました。講師には、伏莬野区長の谷口順
一さんをお招きし、平成23年９月に紀伊半島を
襲った台風12号災害、特に伏莬野区で起きた深
層崩壊についてお話いただきました。
谷口さんは、当時から伏莬野区の区長を務め
られており、災害時や災害後の大変さをわかり
やすく語ってくれました。講演の最後には、災
害時の写真や、現在の伏莬野区の写真をスライ
ドでご紹介いただき、改めて災害の怖さを認識
しました。
学習会当日は、残念ながら雨天だったため、
予定していた防火水槽の水の汲み出し体験は中
止となりました。

火災の発生しやすい時季を迎えるに当たり、
高齢者を中心とする死者の発生を減少させると
ともに、財産の損失を防ぐことを目的として平
成28年３月１日（火）から３月７日（月）まで
の一週間、全国一斉に「春季全国火災予防運
動」が実施されますので、次の点に注意しま
しょう。

学習会の
様子 →

１、こんろ、ストーブ及び建物の周りに
は、可燃物を置かないようにしましょ
う。
２、たばこは蓋付き灰皿や水を入れた灰皿
を使用し、確実に消火しましょう。
３、電化製品のプラグはしっかりと差し込
み、電気コードの上に重たいものを乗
せないようにしましょう。
４、住宅用火災警報器の設置はお済みです
か？設置されていない場合は早く設置
しましょう。
問合せ：田辺市消防本部 予防課
℡：26－9954
<１>

～軽自動車税の税率が改正されています～
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に
課税されます。
すでに車体を廃棄・譲渡している場合や、下
取りに出している場合でも、４月１日までに登
録抹消等の手続が完了していないと課税される
ことになりますので、業者等に手続きを委託し
ている場合は、手続きが完了しているかご確認
ください。
また、軽自動車税の税率が改正されており原
動機付自転車等の税率が変更されます。そのほ
か、初年度登録より13年が経過
した軽自動車等についても、税
率が変更されます。

１位

イチカバチカ（東部・南部・ひがし公民
館混成）
２位 リーフ
（ひがし公民館）
３位 マッシュ
（南部公民館）

田辺市町内会南部ブロック合同防災
訓練が行われました。
２月21日（日）、田辺市町内会南部ブロック
による合同防災訓練が行われました。対象地域
の方々は、午前９時30分に
避難訓練の放送がかかると、
それぞれの一時避難場所に
避難しました。

館区小・中学校の卒業式
◎東陽中学校 卒業式
日 時：３月８日（火）午前９時～（開式）
場 所：東陽中学校体育館
◎田辺第二小学校 卒業式
日 時：３月23日（水）
午前９時～（開式）
場 所：田辺第二小学校体育館

ベルマークの回収
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

明るい笑顔・街いっぱい運動
３月１日（火）、４月11日（月）
問合せ：田辺市役所税務課庶務係
（℡：26-9919）FAX：23-1941）
または、各行政局住民福祉課
<２>

田辺第二小学校

いよいよ３月です!

＜問合せ・受付＞
田辺市人権擁護連盟田辺支部事務局
田辺市役所人権推進課内（℡:26-9912）
〒646-8545 田辺市新屋敷町１番地

軽自動車等の廃車・名義変更等の
手続きはお早めに！！

平成２８
平成２８年
２８年３月１日

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月は往ぬ（行く），２月は逃げる」
の言葉どおり，１月，２月もあっと言
う間に日が過ぎ，間もなく３月を迎え
ます。３月は１年間のまとめをする月
です。
子どもたちには，現在の学年でつけ
なければならない力をきちんとつけて進級や進学を
迎えてもらいたいと思います。「３月は去る」と言
われるように，卒業式や修了式もすぐにやってきま
す。３月の授業日数は式の日も含めてわずか17日
(６年生は16日)です。学校でも全力で指導していき
ますので，ご家庭でもご協力をお願いしたいと思い
ます。６年生のみなさんは残り少ない小学校生活を
有意義に過ごし，楽しい思い出をつくって下さい。

３回目の津波避難訓練が行われました!
２月１７日（水）に本年度第３回目の津波避難訓
練を行いました。
１，２学期は立正幼稚園前を経由してファミー
ル・ヴィラまで避難するというルートで訓練を行い
ましたが、今回は、道路の崩壊等によって立正幼稚
園前のルートが使用できない場合を想定して、東陽
中学校横経由の少し長い避難コースを使用しまし
た。上り坂が多く、低学年の子どもたちにとって
は、少々ハードなコースでしたが、初めて通る１年
生も遅れることなく，無事に避難場所のファミー
ル・ヴィラに到着しました。
これまで何度も訓練を重ねてきているだけあっ
て，どの学年も素早く整然と行動できましたし、
（訓練当日の体調不良のため）屋上に避難する児童
の移動も大変スムーズに行うことができました。
今後の課題としては、体育館前の歩道を移動する
時や東陽中学校へ続く三叉路を横断する時の混雑を
緩和して、全員が安全に移動するための方法をいか
に工夫するかということが挙げられます。早速全職
員で検証して今後の指導に生かしていきたいと思い
ます。
今回の訓練も、交通指導員さんをはじめ、大勢の
皆様のご協力を得てスムーズに進めることができま
した。ご協力ありがとうございました。
また、訓練４日後の２月２１日（日）には田辺市
町内会南部ブロック合同防災訓練が実施され、多く
の地域のみなさんが本校の屋上にも避難してきまし
た。地震は本当にいつ何時起こるかわかないもので
す。今後も地域，家庭，学校ぐるみで非常時に対応
できればと思います。よろしくお願いします。

かぜにのせて

※選任は選考委員会における書類及び面接によ
る選考結果に基づき、理事長が委嘱します。
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＜応募資格＞
平成28年４月１日現在満20歳以上で、ボラン
ティアで活動できる旧田辺市地域に在住の方
＜活動内容＞
年間20時間程度で、会議、研修会等への参加
＜応募方法＞
応募用紙（連盟事務局にあります。希望者に
は郵送します。）に必要事項を記入の上、事
務局へ提出してください。

２月14日（日）、東部小学校体育館にて、東
部・南部・ひがし公民館共催の３館親善交流ソ
フトバレーボール大会を開催しました。
総当たり戦の結果、１～３位は以下の通りで
す。皆様お疲れ様でした。

はなの そばで
ひらひら はばたく
と
ちいさな かぜが
うまれます

募集人員：３人
任
期：２年間
（平成28年４月１日～
平成30年３月31日）
応募期間：３月16日（水）必着

３館ソフトバーレーボール大会
を開催しました。

ちいさな かぜにの
せて
はなのかおりを
そらにとどけます

田辺市人権擁護連盟田辺支部では、公募によ
り理事を募集いたします。公募の目的は、人権
擁護連盟の活動に積極的に参加しようとする熱
意ある人を広く市民の中から募ることです。

するとそらに
はなのかおりが し
みこんで
・・・・・
ほら しんこきゅう
してごらん
せかいは
「はる」でいっぱい
です

人権擁護連盟理事の募集

学校だより
学校だより

３月の行事予定
１日（火）学校長訓話 明るい笑顔街いっぱい運動 登校
指導 ＡＬＴ来校日 育友会理事会
２日（水）児童会役員候補者演説会・投票 職員会議
広報部会
３日（木）TV放送･フッ化物洗口 ６年生を送る会(3,4限)
４日（金）学びタイム【計算】 ６年生、なかよしお別れ遠足
卒業式式場作り ＡＬＴ来校日
６日（日）きのくに共育実践研究大会(BIG-U)
７日（月）学びタイム【読書】 東部補導委員会
８日（火）音楽集会 市立中学校卒業式
委員会・代表委員会
９日（水）学びタイム【漢字】
１０日（木）TV放送･フッ化物洗口
１１日（金）学びタイム【計算】 合唱部卒部式13:00
１３日（日）市民なわとび大会（田辺スポーツパーク）
１８日（金）卒業式総練習
２０日（日）春分
春分の
春分の日
２２日（火）卒業式全体練習 大掃除
式場づくり 給食最終日
２３日（水）第１２７回卒業証書授与式
２４日（木）平成２７年度修了式 １年生お迎え練習
２５日（金）春休み ～4/7
３１日（木）離任式(予定)

親子料理教室開催！
２月１４日(日)に本校の保護者の赤堀展也氏を講
師にお迎えし，文化部主催の親子料理教室が開催さ
れました。今回は、「パエリア」と「ホットチョコ
プリン」の調理をご指導いただきました。
事前の申込みでは、定員を２倍以上も上回るとい
う大人気で、場所や設備の都合もあり、抽選で参加
者を決定させていただくことになりました。
当日は低学年から高学年までの児童が保護者の方
と一緒にグループに分かれて調理を行い、校内には
ニンニクを炒める大変良い香りが立ちこめ、和気
藹々とした雰囲気の中で料理教室がすすめられてい
ました。
調理後は、できあがった料理試食し、みなさん異
口同音に「おいしい」「家でもう一度作りたい」と
満足そうに話され、大変有意義な時間を過ごすこと
ができました。
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