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『バラ鑑賞と二胡の調べ』
バラを見ながら、優雅な二胡とピアノのアンサンブルを楽しんでみませんか？
●主催

東部公民館 南部公民館 東陽中学校

●日時

平成29年６月３日（土） 午前10時～午前11時
（東陽中学校中庭バラ園の開放時間 午前９時～午後12時）

●場所
★演奏者

【二胡】瓦野 早紀子（かわらの さきこ）
和歌山市在住。幼尐より、ピアノ・エレクトーンに親しむ。和歌山近鉄カルチャーで二
胡に出会う。二胡奏者であり講師の陳 尐林（ちん しょうりん）に師事し、現在は自身
の教室と個人レッスン、陳 尐林二胡教室のアシスタントとして活動している。
和歌山は『紅弦（ほんしぇん）』、大阪は『紅梅（ほんめい）』という二胡アンサンブ
ルグループのメンバーとして関西各地のイベント等で演奏活動をしている。2014年、第15
回中国音楽コンクール一般上級の部で銅賞受賞。
【ピアノ】榎本 由紀子（えのもと ゆきこ）
海南市在住。仕事を離れてからは、晴耕雤読、野菜や花を育てています。幼い頃からピ
アノを弾くのが大好きで、色々な所で演奏する機会があったことをうれしく思っていま
す。童謡を歌う会のスタッフの一人として、伴奏や手遊びコーナーを担当させていただい
ています。時々今日のように、音楽で皆さんと御一緒できることは何よりの楽しみにして
います。

●東陽中学校合唱部の皆さんも日頃の練習の成果を披露してくれます。また、演奏者との共演も行い
ますので、多くの皆様方の御来場を心からお待ちしております。
●飲み物等は、御自由に御持参いただいて結構です。

℡ 25-0360

FAX

34-2585

民生委員・児童委員は、「福祉のことを知っている近所の人」という立場で、住民の「相談」に応
じ、必要な支援に「つなぐ」ほか、地域で見守り活動等を行う厚生労働大臣から委嘱されたボラン
ティアで、全国で約23万人の方が活動しています。
この制度は大正６年に始まり、平成29年で創設100周年を迎えました。
当公民館区の民生委員・児童委員は次の方々です。（敬称略）
上野 洋
前尾 都美子

楠本 博一
山﨑 郁代

【お問合せ】 福祉課庶務係（℡ 26-4900）
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●注意事項
・自動車での参加は控えてください。
・ごみ袋、軍手は当日お配りします。
・ごみは４分別での回収をお願いします。
（燃えるごみ、資源ごみ、プラスティックご
み、埋立ごみ）
・ごみは燃やさないでください。
・暑い中での清掃活動のため、無理はせず熱
中症等に御注意ください。
●お問合せ
環境課 環境対策係 ℡

26-9927

●清掃場所
元島・天神崎地区、跡の浦地区、鳥の巣地区
会津川河口地区、扇ヶ浜地区（計５箇所）

平成29年度

ニュースポーツ教室の開催について

●目的：運動不足になりがちな方を対象に、だれでも気軽に楽しめるニュースポーツの体験教室を開催す
ることにより、生涯スポーツの普及を図ります。
●主催 田辺市教育委員会

●主管 田辺市スポーツ推進委員協議会

●定員
各日時・種目30名
●参加費 無料
●持ち物 運動のできる服装、室内用運動靴（屋外種目については屋外用運動靴）、タオル、スポーツド
リンク等
●申込方法：参加申込書に住所、氏名、電話番号等を記入し、ＦＡＸ、Ｅメール、郵送又は持参により申
込んでください。

●申込期間 随時受付（定員になり次第締切）
【日程・種目】
日程

東部公民館区の民生委員・児童委員

井原 章代
堀 正道

田辺湾クリーン作戦

【申込先】田辺市教育委員会 スポーツ振興課 ℡ 25-2531
FAX 25-0387
〒646-0061 田辺市上の山一丁目1-1号 田辺スポーツパーク管理事務所内

故郷、見上げてごらん夜の星を、中国曲ほか

●お問合せ
田辺市東部公民館・南部公民館事務局
〒646-0025 田辺市神子浜一丁目４番66号（東陽中学校内）

田辺湾クリーン作戦は、田辺湾沿岸に流れ着い
たごみ（漂着物）等を市民の皆様及び各種団体の
皆様の協力のもと、清掃活動を行う中で自然環境
の保全や環境美化に関する意識を醸成することを
目的に毎年実施されております。それに加え今回
は、南方熊楠翁の生誕150周年を迎える記念すべき
年であります。こうした日本が誇る偉人の緑の地
である田辺市を皆様の手で清掃していただき、き
れいで住みよいまちづくりの推進のため、多くの
皆様方の御参加と御協力をお願いいたします。
●日時 ６月10日（土）午後１時30分～
（１時間程度）
※小雤決行。荒天の場合は、翌日11日（日）に延期

東部公民館 大集会室

●演奏曲

南方熊楠翁生誕150周年記念

温井 福代
米山 茂子

濱岡

輝彦

福本 登

種目

５月17日（水）

囲碁ボール

６月21日（水）

ソフトバレーボール

７月19日（水）

ラケットテニス

８月16日（水）

室内ペタンク

９月20日（水）
10月18日（水）

グラウンドゴルフ
午後１時30分
～午後３時30分

ターゲットバードゴルフ

11月15日（水）

ビーチボールバレー

12月20日（水）

インディアカ

１月17日（水）

キンボールスポーツ

２月21日（水）

ファミリーバドミントン

３月14日（水）

カローリング

<２>

会場

田辺スポーツパーク体育館

田辺スポーツパーク
多目的グラウンド

田辺スポーツパーク体育館

びつまぼしまふへおこい
っんいくんいうへやりろ
くつにのぴにんえびゃん
りんちめんちそなっ
な
めのび
の
うるくおこ
！ばっ
あ
かほりどと
しく
さ
ど
ろが
いお
てり
が
な
たこ
め
き
！
て
る

第460号

平成29年４月28日

田辺第二小学校

いよいよ５月です
早いもので、新学期が始まってから、１ヶ月が経
過しようとしています。校庭にもさわやかな春の風
が吹いています。児童も、新入児を含めて新たな学
年での活動に積極的に取り組んでいます。
５月は、６年生の修学旅行をはじめ、各種検診、
子どもクラブの活動等多くの行事が目白押しです。
新学年の疲れの出る時期でもありますので、健康に
十分留意して頑張って欲しいと願っています。

５月の行事予定
1日（月）春の遠足（全学年）＊お弁当持参日
明るい笑顔街いっぱい運動
2日（火）遠足予備日 ＊お弁当持参日
3日（水）憲法記念日
4日（木）みどりの日
5日（金）子どもの日
7日（日）子どもクラブソフト、キック練習開始
8日（月）学びタイム【読書】 視力検査(4年)
「剛健タイム」開始
9日（火）スポーツテスト（東陽中）
10日（水）学びタイム【国語】 心臓検診(1,2年)
委員会・代表委員会
11日（木）テレビ放送・フッ化物洗口、内科検診
(3,4年)、スクールカウンセラー来校日
（育）ベルマーク整理【６年】
12日（金）学びタイム【算数】
内科検診(1,2年、なかよし)
14日（日）田辺市連合ＰＴＡ研修会・総会
（田辺スポーツパーク）
15日（月）学びタイム【読書】 視力検査(5年)
16日（火）全校集会【学校長訓話】
スポーツテスト（東陽中）
17日（水）学びタイム【国語】 修学旅行結団式
18日（木）フッ化物洗口 修学旅行（第１日）
学力テスト(2～5年）
19日（金）学びタイム【算数】
修学旅行（第２日）知能テスト(2,4年)
22日（月）学びタイム【読書】 視力検査(2年)
23日（火）全校音楽集会 クラブ活動（初回）
視力検査(1年、なかよし)
24日（水）学びタイム【国語】 （育）広報部会
25日（木）テレビ放送・フッ化物洗口
スクールカウンセラー来校日
ALT来校日 検尿１次提出日
26日（金）学びタイム【算数】
検尿１次提出予備日
27日（土）ソフト・キック校内大会
28日（日）ソフト・キック校内大会
29日（月）学びタイム【読書】
30日（火）全校体育集会 眼科検診（全学年）
31日（水）学びタイム【国語】
＊スクールカウンセラーとの相談をご希望される場
合は、担任までお申し出ください。時間調整をさ
せていただきます。
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学校だより

『本年度取り組みの目標と
その実践に向けての努力点と具体策』
※紙面の都合上、一部省略しています。
(1)学力の向上を図る
・基礎基本の確実な定着と主体的に学習に取り組
む態度を育む授業を展開する。
・自分の考えを持ち、人の話を聞き、発表すると
いう豊かな言語活動の中で相互に学び合いのある
授業を展開する。
・学力、学習状況調査や学力テスト等を活用して
到達度の状況を明らかにし，学力の伸長を図る。
(2)特別支援教育の充実を図る
・子どもとつながるために子どもを知る。
・子どもたちの集団について知り、集団で学ぶこと
の意義を意識させる。
・子どもの言動を意味づけ、子どもに対する見方の
変容と精度の向上を目指す。
(3)豊かな心を育てる
・「人を大切にする教育」を全ての教育活動の根幹
とし、徹底を図る。
・いじめ防止基本指針に基づき、いじめの早期発見
と適切な対応を行う。
・道徳の時間の授業改善を図り、よりよい生き方の
指導を充実させる。
(4)たくましく鍛える
・必ず走力を高める運動を入れ、運動量、質ともに
豊かな体育授業を工夫する。
・剛健タイムを継続して行い、個人目標の設定等を
通して、心身ともにたくましい体を鍛える。
・各種の対外的競技会に積極的に参加し、自己実現
を図る。
(5)開かれた学校づくりを進める
・校外体験学習や地域の教育力を活用した授業の機
会を増やす。
・地域の各種団体の皆様との連携を密にし、児童の
健全育成と安心・安全な学校づくりを進める。
・近隣諸機関や地域と連携した防災訓練等の活動を
積極的に展開する。
・地区子ども会活動や地域行事に積極的に協力し、
子ども語り部活動等を通して、ふるさとを愛する心
を育てる。
・地域の皆様に教育計画や実施結果、児童の様子
等を積極的に発信し，協力を得るともに説明責任
を果たすよう努める
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田辺市立東陽中学校・学校だより
５月号 平成２９年４月２０日

平成２９年度が始まりました。１００名の入学生、４名の教職員を迎え、全校生
徒３１４名、教職員３０名でのスタートです。
４月１０日(月)、桜が満開の中、午前中に始業式、午後から入学式を行いました。
入学式には、多くの来賓の方々と保護者の方々に出席して頂きました。ありがとうございました。
入学式の新入生呼名では、入学生一人ひとりが力強く返事をしました。また、新入
生宣誓は田辺東部小学校からの入学生、宮﨑崇徳君が堂々と行ってくれました。８つ
の小学校から入学した１００名の３年間の中学生活に期待したいと思います。
保護者の皆様、地域の皆様、本年度も本校教育活動にご支援ご協力を宜しくお願い
いたします。

平成２９年度の始まりにあたって

(「始業式の挨拶」抜粋)

新しい年度が始まりました。本校の「品位と賢さ」の校訓は、中学３年間で最も大切にしたい
大きな学校目標であり、この校訓に迫るためには、日々当たり前に行われることがきちんとなさ
れ、それが積み上がっていかなければ実現しません。今年度も『凡事徹底』を合い言葉に日々の
活動を行っていきましょう。
昨年度の『凡事徹底』は、「心のこもった挨拶と応対をしよう」、「学ぶことを好きになり、力をつけ
よう」、「“和合の心”－相手も自分も大切にする気持－を育てよう」の３つでした。
最初の「心のこもった挨拶と応対」については、校内では出来てきていますが、保護者や地域の方々に
までも広がるようにしましょう。挨拶だけでなく、その場に応じた応対が笑顔でできる東陽生になりま
しょう。自然な挨拶や笑顔の応対ができることは、校訓の『賢さ』につながります。
２つ目は、学習を大切にし、一生懸命に取り組んだ生徒が多く、試験での成果もみられています。学び
を生涯続けるには、先生や保護者に言われたからするではなく、自ら進んで家庭学習を行う習慣づくりが
大切です。
３つ目の、「和合の心」については、植芝盛平翁の言葉を引用して、「相手を尊重し、お互いに切磋琢
磨し、共に助け合い、協力し合っていくこと」と言いました。自分自身に“和合の心”を作る人は、自身
を謙虚にし、相手を尊敬する人になるはずです。
尐しバージョンアップをした３点、「心のこもった挨拶と笑顔で応対をしよう」、「学ぶことを好きに
なり、自ら力をつけよう」、「“和合の心”を自分自身に作ろう」を平成２９年度の『凡事徹底』とし
て、学校の仲間、先生方、君たちに関わってくれている保護者や地域の多くの方々との出会いを生かし、
意欲あるスタートを切ってほしいと願っています。
東陽中学校

校長 佐武 正章

柔らかく暖かな風に舞う桜とともに、僕たちは、この東陽中学校の門をくぐり
ました。
咲き誇る桜の花々は、まるで僕たちの入学を歓迎しているかのようです。
先日、僕たちは小学校を卒業しました。今日からは中学生になります。中学校は、いろいろな面で小学
校とは違います。学習の面では、教えていただく先生方が教科ごとに替わり、新しい教科も増えます。勉
強も難しくなりますが、一生懸命頑張りたいと思います。そして、小学校にはない部活動が始まります。
僕たちは部活動がとても楽しみです。先生方や先輩方から学んだことはしっかりと守り、一日も早く新し
い中学校生活に慣れるよう努力します。また、お互いを思いやれる心をもち、みんなで助け合って何事も
最後までやり抜いていきます。
最後になりますが、校長先生をはじめ、諸先生方、先輩方、まだ何もわからない僕たちで
すが、時に厳しく､時にやさしく導いてくださいますようよろしくお願いします。東陽中学
校の生徒としての誇りをもち、実りある中学校生活を送りたいと思います。

平成２９年４月１０日

<４>

新入生代表

宮﨑 崇徳

