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齋藤 幸男先生 東北大学特任教授（元 宮城県石巻西高校校長）
平成29年８月21日（月）午後７時30分～午後９時
田辺市東部公民館 大集会室（田辺市神子浜一丁目４番66号 東陽中学校内）
東陽中学校区学社融合推進会（東融会）
（東陽中学校 東部公民館 单部公民館 中部公民館 ひがし公民館）

【講師紹介】
2011年３月11日、東日本大震災発生時、東北地方一帯を襲った津波は石巻西高校の直前で止まり、学校
は避難所となり、体育館は遺体安置所・検視所となり700名の御遺体が運び込まれました。
当時、齋藤幸男先生は石巻西高校教頭として避難所運営の最前線に立ち、その後同校の校長に就任さ
れ、学校や地域の復興支援に全力で尽くされました。校長として同校在任中には、ＮＨＫ番組「シンサイ
ミライ学校」に関わってきた全国の中高生を同校に集め、命の教育や防災教育についての活動を指導して
こられました。
2013年８月には、田辺市から新庄中学校の生徒も参加し、貴重な経験をさせていただきました。また、
2015年３月に退職されてからは、仙台大学教授、東北大学特任教授として学生を指導されながら、全国各
地で東日本大震災における被災と復興支援、さらに心のケアや命の教育、避難所運営等についての講演活
動を行っています。田辺市においては、2015年11月「新庄地震学」発表会での中学生への講演に続き、新
庄公民館での御講演をいただいています。そうした御縁により、今回の人権・防災学習会での御講演をお
引き受けいただくことになりました。
【お問合せ】東陽中学校区学社融合推進会事務局 （担当 津田 祐司）
〒646-0025 田辺市神子浜一丁目４番66号 東陽中学校内 ℡ 0739-25-0360

FAX 0739-34-2585

※本講演会につきましては、毎年開催している人権学習会とさせていただき、今年度につきましては４公
民館（東部・单部・中部・ひがし公民館）共催により開催いたします。
※どなたでもお気軽にお越しくださいますようお願いいたします。

初級パソコン教室参加者募集
東陽中学校、東部・单部公民館では、中学校と地
域の皆様方との交流を図るため、今年度も初級パソ
コン教室を開催いたします。受講生は、東陽中学校
コンピュータ部の活動時間に、部員と一緒にパソコ
ンの操作方法を教わります。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。
●日時
・１回目
・２回目
・３回目
・４回目
・５回目

８月24日（木）午前９時～午前11時
９月６日（水）
10月４日（水） 午後３時～
午後４時30分
11月15日（水）
12月６日（水）

●日時

平成29年10月15日（日）午前10時～午後３時30分（予定） 受付

●会場

上秋津公民館（集合会場）及び秋津野ガルテン

午前９時30分～

●募集人数 男女共15名（先着順）

防災講演会(４公民館合同人権学習会）
震災を語り継ぐ～いのちをつなぐ教育～
●講師
●日時
●場所
●主催

婚活事業「秋津野で縁結び」参加者募集!

●場所 東陽中学校コンピュータ室
●講師 東陽中学校コンピュータ部 谷教諭
部員（操作のサポートをします）
●内容 パソコンの基本操作、文書作成、パワー
ポイントを使った自己紹介、インター
ネットでの検索、年賀状の作成等
●対象 一般（小学生以下は保護者同伴）
●受講料 無料
●定員 10名程度
（申込多数の場合は、抽選にて決定します。）
●申込期限 ８月18日（金）
●申込先 東部・单部公民館事務局
℡0739-25-0360
FAX0739-34-2585

<１>

●対象

男性：独身の20代～40代の方（市内に在住又は在勤の方に限ります。）
女性：独身の20代～40代の方（居住地不問）

●参加費

1,000円（男女共）当日、徴収いたします。

●申込方法
申込用紙に必要事項を御記入の上、上秋津公民館へ直接お持ちいただくか、郵送、電子メール、
FAXにてお申込ください。申込用紙は、市内各公民館で配布しているほか、市のホームページからも
取得できます。
●受付期間 平成29年８月14日（月）～９月８日（金）
●内容

簡卖なゲーム、秋津野ガルテンでのお菓子作り等

●問合せ

田辺市上秋津公民館（〒646-0001 田辺市上秋津2083番地の１）
℡ 0739-35-1022
FAX 0739-35-0569
E-mail kamiakizu.ko@city.tanabe.lg.jp
防災学習を開催（学社融合の取組）

７月19日（水）、東陽中学校３年生における防災学習及び東部・单部公民館との学社融合事業の一環と
して、３年３組の生徒と東部・单部公民館区内の消防団員、人材バンク登録者、保護者の方をお招きし、
「防災クロスロード」の授業を実施しました。
クロスロードとは、「岐路・分かれ道」のことで、災害に対して多様な考え方や
価値観がある中で、重要な決断をすることを意味しています。防災に関する取組で
見られるジレンマ（こちらを立てればあちらが立たず、選択が難しい）を素材とし
て、参加者自らが二者択一の設問に「YES」又は「NO」の判断を下し、災害を他人
事ではなく自分の事として考え、同時に相互に意見を交わすことをねらいとした集
団ゲームです。
今回は、風水害で自らが被災し避難所にいるという設定のもとに、３つの課題について生徒及び大人で
グループを編成し、世代を超えた方々と同じ課題について考える機会を持ちました。
その中で、同じ課題に対して様々な考え方や価値観があることに気付いていただけたのではないかと思
います。
また、今回の授業は初めての試みとして、中学校の先生と公民館職員（津田）が連携を図りながら授業
の内容を計画し、クロスロードの授業に関しては公民館職員が実施しました。初めてのことであり良かっ
た点もありますが、当然ながら課題も多く見つかった授業でありました。
来る10月29日（日）に開催予定の学社融合研究発表会においても、別のクラスを対象に地域の方々と共
に「防災クロスロード」の授業を実施する予定にしておりますが、この日の授業をより良いものにするた
めに研究を重ねていきたいと考えておりますので、御指導御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

東陽中学校育友会・東部公民館合同整備作業の実施について
来る８月20日（日）、東陽中学校育友会及び東部公民館合同による整備作業（水路、敷地内清掃、雑草
除去等）の作業を実施いたします。
公民館区域にお住まいの方、又は日頃公民館を利用されている方で、お時間のある方に御参加いただけ
れば幸いに存じます。
なお、御参加いただける方は、当日午前８時までに公民館までお越しください。
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田辺第二小学校

明日から夏休みが始まります！
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学校だより

ドッジボール市内大会で見事に優勝飾る！

いよいよ子どもたちが待ちに待った夏休みが始ま
ります。まずは、１学期によくがんばった点、努力
した点についてお子さんと共に喜び合っていただ
き，次に課題のある点については励ましてあげてい
ただきたいと思います。
長い休みになるとどうしても生活が
不規則になりがちです。有意義なお休
みにするためには，学習，生活の両面
で目標を立て，できるだけ規則正しい
生活をすることが大切です。子どもた
ちが決めた目標や時間の使い方などについて、ご家
庭でもアドバイスをしていただければと思います。
１学期の復習や読書をしたり，水泳を中心に体力づ
くりをしたり，長い休みでなければできないことに
も取り組めるよう応援してあげて下さい。
ケガや病気をしないことも，夏休みを楽しく過ご
すために大切なことです。地域の方々より、子ども
たちの自転車の乗り方がよくないというご指摘もい
ただいております。学校でも指導を致しますが，配
布しております「ねうちのある夏休みに」をご参照
いただき、ご家庭でもご指導をお願いいたします。
２学期の始業式には，全員が元気に登校してくれ
ることを願っています。思い出いっぱいの良い夏休
みにして下さい。
夏休み中の主な行事
❐７月27日（木）学年水泳記録会
(２、４、５年、なかよし) ☂２８日
❐７月27日（木）田二っ子を育てる会（地区懇談会）
❐７月30日（日）子どもクラブドッジボール
西牟婁郡大会（田辺SP）
❐７月31日（月）学年水泳記録会(１、３、６年)
☂８月１日
※ 荒天等で水泳記録会が実施できない場合は、メー
ルシステム等で学校より延期の連絡をいたします。
❐８月８日（火）西牟婁地方小学校水泳大会
（鮎川小学校プール）
❐８月11日（金）～16日（水）
夏季特別休暇のため学校は閉庁です。
❐８月17日（木）ＮＨＫ合唱コンクール
（紀单文化会館）
❐８月22日（火）全校登校日
❐８月26日（土）子どもクラブドッジボール県大会
（白浜町坂田体育館）
※ ８月31日（木）まで、体育館の改修工事が実施さ
れています。

７月２日、９日の２日間，田辺スポーツパークと
上秋津小体育館において第15回田辺市ドッジボール
大会が行われました。本校からは田二っ子スーパー
フ ァ イ タ ー ズ、田 二 っ 子 BTSKT、田 二 っ 子 フ ァ イ
ターズV，田二っ子レジェンドウイングの４チーム
が出場しました。大変蒸し暑い中でしたが、どの
チームも全力を発揮して素晴らしいプレーを繰り広
げてくれました。
１日目の予選リーグは，どの試合
も息詰まる試合展開となり一進一退
の攻防が続く中、試合終了のブザー
が鳴るまで勝敗が分からないという
素晴らしい試合が多かったです。そんな中、田二っ
子BTSKT、田二っ子ファイターズV，田二っ子レジェ
ンドウイングの３チームが２日目の決勝トーナメン
ト進出を果たしました。続く決勝トーナメントで
も、力一杯のプレーを見せ、田二っ子レジェンドウ
イングが見事優勝を飾りました。最後まであきらめ
ずに力一杯プレーする選手の皆さんと、声をからし
て応援を続ける保護者の皆さんの姿に、田辺第二小
学校のパワーを感じさせられました。選手の皆さん
お疲れ様でした。指導して下さった地域や保護者の
皆様，本当にありがとうございました。
決勝トーナメント進出を果たした３チームは、７
月30日に開催される郡大会に出場することとなって
おり、そちらでも健闘を期待しています。

地区懇談会のご案内
本年度の地区懇談会は，７月27日
（木）に開催を予定しています。本
年 度 も 例 年 と同 様 に 教育 の 原 点 に
返って、子どもたちの基本的な生活
習慣について考えてみたいと思います。
テーマは『児童の健全育成に向けて』
～子どもの安心、安全、生活習慣について考える
学校・家庭・地域ぐるみで取り組もう～ です。た
くさんの皆さんのご参加をお待ちしています。

東陽中学校・学校だより
８月号 平成29年7月20日

４２日間の夏休みが始まります

地域・保護者の皆様のご協力の下、無事に４ヶ月間に渡る1学期が終了しました。有り難うございまし
た。７月に入り、３年生にとって、運動部活動の集大成でもある郡大会が行われました。どの生徒も全力
を出して健闘し、多くの部が県大会に駒を進めることができました。
明日、７月２１日から８月３１日まで、４２日間の夏休みに入ります。３年生の一部は、県大会への出
場がありますが、多くの生徒はいよいよ自分の進路に向けての学習に取り組む期間となります。２年生
は、部活動や学校のリーダーとして活躍が期待されますし、1年生は部活動と勉強との両立を図るために自
己管理する必要があります。学年ごとに立場は異なりますが、自分の目標や志をしっかりもち、人との出
逢いを生かし、有意義な夏休みにしてほしいものです。
夏休みは家庭や地域で過ごす時間が多くなります。保護者の皆様、地域の皆様、生徒の安全と健全育成
への支援をどうかよろしくお願い致します。

夏季総合体育大会 郡大会結果

防災授業7/19

～ 仲間と共に 大健闘!! ～
【卓球】 男子団体 優勝
男子シングルス ２位小川京介、３位 折戸美月
＜県大会7/25、26湯浅スポーツセンター＞
【野球】 優勝
＜県大会7/25、26、27有田松源球場＞
【女子バスケット】 優勝
＜県大会 7/29、30吉備中学校or湯浅SP＞
【男子バスケット】 準優勝
＜県大会 7/29、30吉備中学校or湯浅SP＞
【サッカー】 準優勝
＜県大会7/25、26单山陸上競技場＞
【陸上】 自己記録に挑戦し、健闘しました。
中学共通女子２００ｍ２位 住山海音
＜県大会 7/23紀三井寺陸上競技場＞
【女子テニス】 団体戦 ３位
個人戦 優勝
森一葉・殿水芽依ペア
＜県大会7/27白浜町テニスコート＞
【男子テニス】団体戦 新庄中に2-1勝利、高雄中1
-2敗退。優勝した高雄中学校に善戦しました。
【剣道】１、2年生だけで出場し、健闘しました。
男子団体戦Bチーム 優勝
女子個人戦
ベスト８ 坂本和
＜県大会7/28、29広川町民体育館＞
【バレー】予選1勝1敗で決勝トーナメントに進出。
明洋中0-2で敗れましたが、全力を出しました。

消防団、地域、保護者の方々
に参加して頂き、防災学習を行
いました。風水害で避難所にい
る設定のもと、３つの課題について話し合いまし
た。話し合いが進むにつれ、リラックスした中に
も真剣な雰囲気となりました。本音と建前が見ら
れたり、地域の方の助言などを通して、様々な考
えや価値観があることも学びました。｢いざ｣とい
うときの為に、防災について､地域の方々と事前
に話し合っていきたいです。

7/14 山崎和典さんをお迎えして
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の学習
＜生徒の感想＞
情報モラルについて改めて知ることが出来て良かっ
たです。個人情報の流出は恐ろしいということ、一度
インターネット上に載せた写真や動画は絶対に消す
ことが出来ないということを改めて学ぶことができまし
た。今ではSNSやインターネットは私たちにとても身近
なもので、使い方に気をつけて、正しい方法で利用し
ていきたいと思いました。今日は、危険性を改めて知
る良い機会になりました。

何かあれば学校に連絡を！
夏休み中の学校には、土、日、祝日、８月11日～
16日を除いて日直の職員がいます。何かあった場合
はご連絡をお願いします。学校が休みの日には，各
担任に直接ご連絡をお願いします。
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社会を明るくする運動７/6
少年メッセージ2017(作文)
入選 「大切な約束」 1年 上村隼磨
入賞 「なんとなく」 １年 後 蒼衣

保護司、育友会本部役員、生徒、教職員で挨拶運
動と啓発活動を行いました。朝早くからのご協力をあ
りがとうございました。
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