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平成28年度 人権学習会を開催
去る１月28日（土）、東部公民館大集会室にて東部公民館・单部公民館・单部センター共催で
「災害に備える～防災啓発活動やボランティアと人権問題～」と題する人権学習会を開催いたしま
した。
講師には、ＮＰＯ法人日本防災士会理事及び同会和歌山県支部長である早稲田 眞廣様をお迎え
し、災害時においては被災者の人権が侵害されないよう啓発活動を行い、被災者の方々の目線で共
に手を携え復興に努めることが大切であり、これらの啓発やボランティア活動そのものが「人権を
守る」活動につながっていくこと。また、災害に遭遇したときに自らを守り、生き延びて行くため
の必要な対策について、クイズを通して分かりやすく御講演をいただきました。
さらに、会場内には平成24年に講師が設立されたＮＰＯ法人和歌山レスキューサポートバイク
ネットワークの活動記録のパネル展示や実際に被災地で活動したレスキューバイク、非常用の持ち
出し物品等の展示も行われました。
今回の学習会は、講演を聴くだけでなく、防災に関するクイズを通じて今まで知らなかったこと
や間違った知識を持っていたことを知る絶好の機会となり、御来場いただいた地域の皆様方からも
「来て良かった。」「各地域の町内会でも講演をお願いしたい。」等の意見が寄せられました。

防災クイズ１「知っててよかった」、防災クイズ２「正しく知って身を守ろう！」の問題と解説
入りの解答が必要な方におかれましては、お渡しさせていただきますので公民館事務局まで御連絡
ください。
東部・单部公民館事務局 ℡

0739-25-0360

田辺市神子浜一丁目４番66号（東陽中学校内）

資料の御提供のお知らせとお礼
東部公民館には、白浜町にある紀州博物館の学
芸員である玉田 伝一郎氏の御協力により主に大
正時代から昭和40年代前半ごろまでの文里、神子
浜、磯間、扇ヶ浜等の風景写真が多数収蔵されて
います。
これらの写真は、文化展等の行事の際には会場
に展示しており、当時の風景を懐かしむ方々が大
勢おられます。
今回、長年にわたり東部公民館地域の歴史につ
いて研究されてきました竹中 秀夫様（元田辺東
部郷土史懇話会会長・文里在住）が、今後も自分
たちが住む地域の歴史を後世に語り継いでいただ
くために役立てて欲しいとの願いからこれらの写
真の解説をすべて手書きで17ページにわたり御執

筆いただきました。
何かとお忙しいにも関わらず御尽力いただき
ました竹中 秀夫様に厚くお礼を申し上げま
す。
私たちが住む地域や歴史を知り、地域に愛着
と誇りを持つことは大切なことであり、また、
私たちはこのことを後世に語り継いでいかなけ
ればなりません。
御提供いただきました資料については、行事
の際に展示することはもちろんのこと、様々な
機会を捉えて多くの皆様方に御覧いただき、私
たちが住む地域の歴史について学ぶ機会を設け
ていきたいと考えます。
本当にありがとうございました。
<１>

公民館利用団体の皆様へ
平成29年度 利用団体登録のお知らせ
各種サークルや教室等で東部公民館を利用する際には、毎年度利用団体の登録が必要となりま
す。御来館いただいた際に、団体登録票及び名簿をお渡しさせていただきますので、誠にお手数で
すが、御理解と御協力の程よろしくお願い申し上げます。
なお、団体登録票及び名簿については、当公民館ホームページ【http://toubu.higoyomi.com】
からもダウンロードできます。

本格的なグランド･オペラ「カルメン」がやってくる！
地元出演者（合唱 民衆役・兵隊役・子ども役）募集中
田辺市出身の須藤 慎吾（演出･出演）、豪華キャストが出演するオペラの名作が田辺市で上演さ
れます。このオペラの出演者を募集（民衆役・兵隊役・子ども役）しています。決して難しくはご
ざいませんので、是非出演してこの名作を肌で感じてください。

●ビゼー作曲オペラ
指揮 矢澤 定明

「カルメン」（全幕）
演出

須藤

慎吾

平成29年８月27日（日）13：30開演

フィオーレ・オペラ管弦楽団

【募集について】
●民衆役･兵隊役
●子ども役

高校生以上
小学４年生～小学６年生（平成29年４月の時点で）

●申込期間

平成29年３月10日（金）まで《子ども役は平成29年４月10日（月）まで》

●練習日

毎週月曜日 19：30～21：30
※子どもは、４月24日（月）から開始予定（初日は説明会となります。）

●練習会場
●会費

紀单文化会館１階リハーサル室、音楽練習室
月額1,000円 テキスト代2,000円（子どもは不要）

●申込方法

郵送又はＥ－mailで受付します。
氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記載のうえお申込ください。

●申込先

田辺市教育委員会 文化振興課(℡ 26-9943 FAX 25-6029）
〒646-0028 田辺市高雄一丁目23番１号（市民総合センター内）
E－mail bunshin@city.tanabe.lg.jp

●その他
・本公演は、フランス語での上演となります。（当日の公演は、暗譜で行います。）
・楽譜は読めなくても結構です。テキストはカタカナ表記のため、フランス語が読めなくても大
丈夫です。

放送大学

４月生募集のお知らせ

放送大学では、平成29年度第１学期（４月入学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビ、ラジオ、インターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。
働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、職
業の方が学んでいます。
心理・教育・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、幅広い分野を学べます。

【出願期間】３月20日（月・祝日）まで
資料を無料で差し上げています。
お気軽に放送大学和歌山学習センター（☎０７３－４３１－０３６０）までご請求下
さい。放送大学ホームページでも受け付けております。
<２>
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平成29年２月28日

３月に入ります!
「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 の 総 ま と め を
きっちりと行って、それぞれ進級や進学を迎え
られるようがんばってもらいたいと思っていま
すので、教職員一同、気を引き締めて取り組み
を進めていきたいと考えています。
「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尐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。

ベルマーク運動 ご協力ありがとうございました!
２月９日（木）に本年度最終のベルマーク整
理が行われ，お忙しい時期にも
かかわらず多くの委員の皆様に
おいでいただき最後の整理と集
計活動を行っていただきまし
た。
１年間を通じて保護者の皆様
方にはベルマーク運動に多大の
ご協力をいただきましたことに感謝いたしま
す。
おかげさまで、ベルマークが約４万７千点、
イルカカードが959枚集まりました。本当にあ
りがとうございました。
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田辺市立東陽中学校・学校だより
３月号 平成２９年２月２１日

平成２８年度もあと一ヶ月余りとなりました。３年生は、３月７日の卒業式に向けて取り組みを進めてい
ます。また、３月９日・１０日の県立高校入試に向けて、学習の最後の追い込みに頑張っています。
１，２年生は、進級を控えて、「どのような先輩になるのか」その心構えをつくっているところです。

学校だより

３月の行事予定
１日（水）学びタイム【漢字】
明るい笑顔街いっぱい運動 登校指導
「漢字の博士試験」実施日
６年生を送る会(3,4限) （育）広報部会
スクールカウンセラー来校日
２日（木）TV放送･フッ化物洗口
６年生お別れ遠足
（白浜アドベンチャーワールド）
３日（金）児童会役員候補者演説会・投票
卒業式々場セッティング（２限）
４日（土）市P連母親委員会ブロック長会（大塔）
６日（月）学びタイム【読書】 合唱部卒部式
東部補導委員会総会
７日（火）音楽集会(3～5年)
市立中学校卒業式
委員会・代表委員会
８日（水）学びタイム【国語】
育友会理事会
９日（木）TV放送･フッ化物洗口
学校評議員会
１０日（金）学びタイム【計算】
なかよし学級お別れ遠足（白浜方面）
ＡＬＴ来校日（今年度最終日）
１１日（土）文里地区作品展（～12日）
１２日（日）市民なわとび大会
（田辺スポーツパーク）
１３日（月）学びタイム【学級裁量】
１４日（火）全校集会【学校長訓話】
１５日（水）学びタイム【学級裁量】
スクールカウンセラー来校日 （本年度最終）
１６日（木）校区協議会
１７日（金）学びタイム【学級裁量】 ピアノ調律
立正幼稚園卒園式
２０日（月）春分の日
２１日（火）卒業式総練習
２２日（水）卒業式全体練習 大掃除 式場づくり
給食最終日
２３日（木）第１２８回卒業証書授与式
２４日（金）平成２８年度修了式 １年生お迎え練習
２５日（土）春休み ～4/9
３１日（金）離任式(予定)

２年生『立志式』式辞

東陽中学校の立志式は、今から１０年前に始められ、１５歳を迎える年初めの２月に実
施してきました。この立志式の目的は、２年生が中学校生活に慣れ、尐し中だるみになり
やすいこの時期に、親や周囲の甘えから脱却することと、しっかりとした考えをもち、責
任をもって行動する中学生に切り替えることにあります。
立志とは、自分自身の志を立てることです。自分で考え、作った立志宣言ですので、「有言実行」（言っ
たことは実行していく）の気持ちで頑張り続けて下さい。継続させていくことに値打ちがあります。
立志に先立ち、心に留めておいてもらいたいお話があります。
皆さんは、村上恭和（むらかみ やすかず）さんを知っていますか？彼は、２０１２年ロンドン・オリ
ンピック卓球女子団体銀メダル、２０１６年リオデジャネイロ・オリンピック銅メダルと、女子卓球界を
二十数年ぶり２大会連続の表彰台に導いた日本女子卓球ナショナルチームの監督です。
彼は、大きな夢や目標を達成するためには、次のミッションから始まると断言しています。
それは、①夢や目標を強く思うこと②達成までの計画を立てること③最後まで諦めないことだそうです。
このことを続けてきたからこそ結果が出たし、もうすでに２０２０年の東京オリンピックで金メダルを取
るための戦略が始まっているようです。因みに、村上監督は大学を出て３０歳まで、和歌山銀行卓球部の
選手として活躍されていたそうです。
皆さんも自分の壮大な夢や目標達成に向け、村上監督の３つの教えを心に刻み、日々の学校生活と家庭生
活を充実させてほしいと思います。そして、意欲あふれる東陽生に成長してもらいたいと願います。
皆さんの逞しい成長と活躍を心から期待しています。
東陽中学校長 佐武正章

第3回学社融合推進本部会議
～4者（地域・保護者・学校・生徒）会議～
平成27～29年度 田辺市教育委員会から「公民館併設型の中学校に
おける学社融合事業の推進」指定を受け、研究を進めてきていま
す。２月１３日(月）、標記本部会議で今年度のまとめと次年度への
取り組みを４者の代表で話し合いました。

学校
きれいにしてゆずろう！
３月の生活目標は「きれいにしてゆずろう」で
す。
３月23日，24日を最後に子どもたちは進級、進
学し，現在の学年とお別れです。
卒業される皆さんはもちろん，他の学年の皆さ
んも，現在使用している教室や机等をピカピカ
にして，後輩たちに譲り渡してもらいたいと思
います。

県市町村対抗ジュニア駅伝で大活躍！！
２月１９日（日）に和歌山市を中心に開催され
た、「和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝」に６年
３組の大木原礼彩さんが出場しました。田辺市
チームの第６区を任された大木原さんは、期待ど
おり、後続のチームを大きく引き離してトップを
独走する快走を見せ、区間賞を獲得しました。田
辺市チームの最終順位は３位でしたが、見事に大
会新記録、チーム新記録を樹立しました。
<３>

２月２３日（木）

1．表現力を高める授業づくりを研究する。 2．地域の方をゲストティーチャーに迎え、授業を深める。
3．地域の方と共に活動し、学校と地域が活性化し合う取り組みを推進していく。

地域（公民館）1．図書サポーター、バラ園整備、写真教室、ウォークラリー等の充実 2．人材バンクや主事を活
かした授業への協力 3．防災や世界遺産等のテーマを決め、生徒たちとの意見交流の機会を望む。

保護者 １．地域の方との交流を通して、生徒たちが積極的になったと評価されている。2．地域、学校の取り組み
を保護者目線で発信する。 3．保護者の立場から、授業や学校課題への協力・支援を行う。

生徒

1．委員会活動、募金活動やクラブ活動等で、地域や保護者の方々に発信することができた。2．地域の
方々と何か考えることができないか。(例：防災･地域課題など） 3．各委員会活動の活性化を図りたい。

<４>

