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初級パソコン教室がスタートしました！
東部・单部公民館、東陽中学校では、中学校と地
域の皆様方との交流を深めるため、今年度も初級パ
ソコン教室を開講いたしました。
８月 23 日（火）に 開催された第１回 目の教室で
は、受講生は、東陽中学校コンピュータ部の谷教諭
をはじめ部員達からパソコンの基本的な操作方法
（電源の入れ方、文字の入力投）や文書の作成方法
について教わりました。
９月 14 日（水）に 開催予定の第２回 目の教室で
は、パソコンを使った自己紹介の方法を教わる予定
です。
定員に３名程度の空きがございます ので、第２
回目以降の受講を希望される方につきましては、東
部・单部公民館事務局（℡25-0360）まで、お問合せ
ください。

【今後の予定】
・２回目 ９月14日（水）
・３回目 10月12日（水）
・４回目 11月２日（水）
・５回目 12月７日（水）

午後３時～
午後４時30分

●内容
パソコンを使った自己紹介、インターネット
での検索、年賀状の作成等
●場所 東陽中学校コンピュータ室
●対象 一般の方（小学生以下は保護者同伴）
●受講料
無料
●その他
日程や内容等は、都合により変更する場合
がございますので、あらかじめ御了承くだ
さい。

パソコン教室の様子

「子育てのなかまの輪をつくろう」～田辺市家庭教育支援講座～
都市化や核家族化が進み、地域とのつながりが希薄化し、子育て中の親が身近な人から子育てを学ぶ
機会が減尐するなど、家庭教育を支える環境は昔と違い大きく変化しています。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、同じ世代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。
■平成２８年度プログラム（※開催時間は、全て午前１０時から１２時まで）
●第１回 10月16日（日）
リトミックを楽しもう
「親子で楽しく音楽あそび」
場所：市民総合センター１階 機能訓練室
講師：リトミックインストラクター
大江 祥子氏 平尾 優子氏
●第２回 11月13日（日）
親子のふれあい体操
「親子で仲良しエクササイズ」
場所：市民総合センター１階 機能訓練室
講師：ハートウィング関西支社 佐藤 孝氏
●第３回 12月11日（日）
子育てを楽しもう「楽しく子育て！今を大切に」
場所：市民総合センター２階 交流ホール
講師：ちひろ助産院 助産師 大平 昌子氏
●第４回 平成29年１月22日（日）
どうすればいいの。こんなとき。
「病気やけがの治療方法」
場所：市民総合センター２階 交流ホール
講師：赤ちゃんとこどものクリニックＢｅ
院長 番 浩氏

ファミールヴィラ・神田・神子浜
３町内会合同敬老会の開催について
東部公民館写真教室を開催しました！
東部公民館では、東陽中学校との学社融合を推進
し、地域の皆様方と学校との交流を深めており、そ
の一環として毎年「写真教室」を開催しています。

今回の写真教室での作品は10月28日（金）～30
日（日）に開催される東部公民館写真展に出展い
たしますので、皆様是非御来場ください。

事前講習の様子
今回、初めての取組として８月８日（月）に東陽
中学校区内にお住まいの写真愛好家の皆様方（４
名）を講師にお招きし自己紹介の後、事前講習とし
て写真の撮り方に関する基礎知識や構図等について
大変熱心に御教示いただきました。
事前講習で学んだことをもとに受講生（東陽中
学校コンピュータ部、文芸部、教職員）は、各自
で風景、ペット、クラブ活動等の様子を写真に撮
り、８月18日（木）に写真を印刷し、愛好家の皆
様方から助言や講評をしていただきました。

●日時：９月22日（木・祝）
受付：午前８時30分～
式典：午前９時30分～
余興：式典終了後
（10時～12時の予定）
●会場：東部公民館 大集会室
●問合せ：神田町内会長 出羽 豊男
（080-4172-5483）
●その他
９月21日（水）午後３時から会場の準備を行ない
ますので、各町内会の皆様方の御協力をお願い致
します。

受講生達の作品

第４回
２日間という短い期間ではありましたが、受講
生達は愛好家の皆様方との交流を深めながら、写
真の撮影方法等を学ぶことができ、大変有意義な
時間を過ごすことができました。
愛好家の皆様方には、暑い中御協力いただき本
当にありがとうございました。心からお礼を申し
上げます。

<１>

文里夏祭り

８月20日(土）、第４回文
里夏祭りが創価学会様駐車
場 にて 開催 され、多 くの 家
族 連れ の方 でに ぎわい、盆
踊りで盛り上がりました。

<２>

●第５回 平成29年２月19日（日）
身体をほぐして元気になろう「楽しいヨガ教室」
場所：市民総合センター１階 機能訓練室
講師：ヨガインストラクター 山田 公美氏
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４階 調理実習室
講師：親父プロジェクト 佐武 範一氏
■参加費 無料
但し、第５回講座の「パパッとメニュー」へ参加
される場合は、食材費として500円程度徴収しま
す。
■対象 田辺市在住の方
■定員 30組程度（先着順）
※親子若しくは御夫婦とします。
■申込方法
９月26日（月）までに、田辺市教育委員会 生涯
学習課（℡26-4925）まで電話でお申込ください。
■その他
一時保育を希望される方は、その旨を申し出てく
ださい。（保育料無料）

東山町内会 盆踊り
８月21日（日）、町内会
館横のグラウンドに、て櫓
を囲んで盆踊りを行ないま
した。踊りの後、くじ引き
大会をしました。子どもか
らお年寄りまで大勢の方が
参加されていました。

神子浜町内会

盆踊り大会

８ 月 24 日（水）、東 陽 中
学校グラウンドにて盆踊り
大 会 を 開 催 し、今 年 は、初
めての試みとして餅投げや
夜店も行なわれ、大変盛り
上がりました。東陽中学校
の生徒も町内会の女性の方々に浴衣の着付けをい
していただき、参加しました。
明るい笑顔街いっぱい運動
●実施日 ９月１日（木）・10月３日（月）
●時間
午前７時30分～午前８時まで
●場所
東陽中学校、田辺第二小学校周辺
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学校だより

９月の行事予定

学校に子どもたちの元気な声が戻ってきました。
いよいよ今日から２学期のスタートです。早く気持
ちを切り替えて，学習や運動に取り組んでもらいた
いものです。２学期も，運動会をはじめとするたく
さんの行事が予定されています。学校も子どもたち
と共に精一杯がんばります。保護者の皆様，地域の
皆様ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

１日（木）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（金）２計測（高学年） 給食開始
運動会練習開始
４日（日）ＮＨＫ合唱コンクール近畿ブロック大会
（ＮＨＫ大阪ホール）
市防災訓練（本校使用）
５日（月）校内作品展13：00～19：30
田二っ子 夏休み中に大健闘!!
６日（火）２計測（中学年・なかよし）
校内作品展 9：00～19：30
練習の成果を発揮！ －郡水泳大会－
委員会・代表委員会
７日（水）２計測（低学年）
８月４日，鮎川小学校プールで
校内作品展9：00～12：00 育友会理事会
「田 辺 西 牟 婁 地 方 小 学 校 水 泳 大
８日（木）テレビ放送・フッ化物洗口
会」が行われました。練習の成果
９日（金）【育】学校支援部会 【育】文化部会
を発揮し，多くの選手の皆さんが
１１日（日）市防災訓練予備日
自己ベスト記録を更新する等大健闘しました。今年 １２日（月）学びタイム【読書】
の夏は特に暑く、練習も大変でしたが、本当によく １３日（火）全校集会【学校長訓話】
委員会（運動会用） 東部補導委員会
がんばりました。また、今年は、保護者の日下大志
１４日（水）学びタイム【国語】
職員会議
さん、育友会長の大木原正恭さんにも指導のお手伝
１５日（木）テレビ放送・フッ化物洗口
いをいただき、専門的なアドバイスをいただくな
１６日（金）学びタイム【算数】 全校練習(1限)
ど、密度の濃い練習が出来たことも好成績につな １９日（月）敬老の日
がったのだと思います。猛暑のなか連日、練習にご ２０日（火）全校練習(1,2限)
協力いただきありがとうございました。
２１日（水）学びタイム【国語】 全校練習(1,2限)
２２日（木）秋分の日
以下に、入賞した皆さんをご紹介します。
２３日（金）学びタイム【算数】
〔男子〕
運動会総練習(1,2,3限)
50ｍ平泳ぎ
３位 小嶋 洸野
２４日（土）運動会総練習（予備日）
100ｍ平泳ぎ
１位 山本 斗夢
運動会準備（午後）
お弁当用意
〔女子〕
２５日（日）運動会（雨の場合はお休みです）
50ｍバタフライ
３位 大木原 礼彩
２６日（月）振替休業日
100ｍ自由形
１位 鈴木 愛紗
２７日（火）振替休業日
200ｍフリーリレー ５位 山﨑咲彩・三谷珠卯
大木原礼彩・鈴木愛紗 ２８日（水）学びタイム【国語】
２９日（木）テレビ放送・フッ化物洗口
200ｍメドレーリレー ５位 鈴木 愛紗・三谷珠卯
３０日（金）学びタイム【算数】
大木原礼彩・芝 羽奏

ＮＨＫコンクールで見事に「金賞」奪還！
－合唱部－
８月18日に和歌山市民会館でＮＨＫ全国学校音楽
コンクール和歌山県コンクールが行われました。本
番の舞台では、メリハリのきいた美しくて力強い歌
声で、素晴らしい合唱を披露し、３年ぶりに見事
「金賞」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み、そ
の成果を大いに発揮してくれました。次は、９月４
日（日）にＮＨＫ大阪ホールで開催されるＮＨＫ全
国学校音楽コンクール近畿ブロック大会に和歌山県
代表として出場します。

東陽中学校・学校だより
９月号 平成28年８月22日
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どうぞご覧ください！ ―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５日（月） 13:00～19:30
６日（火） 9:00～19:30
７日（水） 9:00～12:00
〔場所〕田辺第二小学校 体育館

<３>

夏の大会、運動クラブも文化クラブも頑張りました！
夏休み中も、運動クラブ、文化クラブともに県・近畿レベルの大会において、全力で頑張り
ました。３年生にとっては、部活動の集大成と言える大会であり、仲間と共に努力した日々、
支えてくれた周りの人への感謝を感じられたものだったことでしょう。文化クラブの3年生は秋
まで部活動が続きます。現在、3年生は自分の進路目標への取り組みを始めています。また、
１，２年生は、各クラブの伝統を引継ぎ、新体制で練習を行っています。また、よさこい踊り
など体育大会・弁慶祭への取り組みもスタートしています。

総合体育大会 県大会の結果
【サッカー部】
郡大会で優勝したサッカー部は、上富田ス
ポーツセンターで行われた県大会に出場しま
した。宇久井中には０－１で敗れましたが、
大接戦で盛り上がった試合でした。
【女子バスケットボール部】
新翔高校で行われた県大会では、日高中
と大接戦の末、惜しくも54対59で敗れまし
た。最後まで健闘しました。
【卓球部】
男子団体
県大会は和歌山市の県立体育館で行われました。
３回戦で敗れましたが、敗者復活戦を勝ち上がり、
３位となりました。
男子個人
県大会男子シングルスに3名が出場し健闘し
女子個人【近畿大会出場】
佐野夏希さんは県大会でも3位という好成績でし
た。近畿大会にも出場し、惜しくも兵庫県代表に敗
れましたが大変健闘しました。

県 吹奏楽コンクール、金賞！
吹奏楽部は、８月５日、県民文
化会館で開催された第52回和歌山
県吹奏楽コンクールに出場し、2年
連続の金賞を獲得しました。一つ
一つの音を大切にした結果、全体
としてサウンド(音や響き）の良さ
が高く評価されました。

県 合唱コンクール、金賞！
合唱部は、８月４日、海单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。さ
らに、県代表として、関西合唱コンクール(９月
11日に兵庫県芸術センターで開催)への出場が決
定しました。

ＮＨＫ合唱コンクール、銀賞！
８月19日、県民文化会館で開催されたNHK合唱
コンクールに出場し、銀賞を獲得しました。
大会前日、学校で披露してくれた歌声は多目的
ホールに響きわたり、そのハーモニーは聴く者を
感動させる素晴らしいものでした。

東部公民館、写真教室

【女子ソフトテニス部】
郡大会で準優勝した谷田芽依・上山樹梨夏ペアは
白浜町で行われた県大会に出場し健闘しました。
【陸上競技部】
郡大会で３位以内に入賞した個人5人
と女子リレー1組が県大会に出場しまし
た。全員全力を尽くし頑張りました。

８月18日、東部公民館写真教室が行われまし
た。この教室は、東部・单部公民館区及び東陽校
区在住の写真愛好家の方々に、写真の撮り方や構
図について教わり、撮影を指導して頂きました。
コンピュータ部と文芸部の部員が参加し、生徒が
撮った写真は、10月28日から開催される東部公民
館写真展に出品します。

【剣道部】
田辺スポーツパークでの女子個人戦出場の榎本葉
月さんは接戦で延長戦まで闘い、善戦しました。
【水泳部】
秋葉山プールで行なわれた県大会は、200ｍ個人メ
ドレーや100ｍ背泳、自由形に出場しました。濱口葉
凪さんは８位、櫻木凜太郎君は９位の活躍でした。
<４>

自分たちが
撮った写真に
つ い て、助 言
をもらう生徒
たちの様子

