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公民館利用団体の皆様へ

平成30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。

南部公民館

ファミリーバドミントンサークル大健闘!

去る１月14日（日）、田辺第二小学校で開催された南部公民館ファミリーバドミントン交流大会に
おいて、当サークルから５チームが参加し、大会の結果は下記のとおりでした。
【Ａ級の部】
優 勝 こどうＢチーム
榎本博文（湊東部） 道畑佳憲（磯間）
準優勝 南高梅チーム（片家・西山・川口）
第３位 ゴボウＢチーム（新谷・松下・丸太）

平成29年度 熱闘運動会開催!
■为催
田辺市青年ネットワーク
■日時
平成30年3月17日（土） 受付13時～
開会13時30分～
■場所
田辺スポーツパーク体育館（田辺市上の山一丁目23番１－１号）
■为旨
簡単なミニゲームを通じて、若者の新たな繋がりづくりや交流を目的に実施する。
■タイムスケジュール
13時～受付
13時30分～開会（为催者挨拶・全体説明）レクリエーション（チーム戦・個人戦）
16時30分ごろ終了
※チーム総合点数上位に景品あり。各種目の勝者に景品あり。
※終了後、親睦会を予定しております。（自費参加）
■対象者
18歳～概ね35歳までの方（高校生は除く）
■参加費
無料
■持ち物
体育館シューズ、動きやすい服装
■参加申込 ３月９日（金）までに、下記の申込先まで氏名・年齢・性別・連絡先を御連絡ください。
（※申込者数が30名に達しない場合は中止とします。）
■問合せ・申込先
田辺市青年ネットワーク事務局（田辺市教育委員会 生涯学習課 担当：大倉・笠松）
〒646-0028 田辺市高雄一丁目23－１ ℡ 26-4925 FAX 25-6029
E-mail shougai@city.tanabe.lg.jp
★田辺市青年ネットワークは、各種イベントの企画や実施、ボランティア活動等を通じて、みんなで活動
することの楽しさを分かち合い、出会いや交流を図っている若者による団体です。興味のある方、田辺
を盛り上げたい方はお気軽にお問合せください。

栗山 崇（学園） 篠崎ひとみ（新庄町）

【Ｂ級の部】
優 勝 こどうＡチーム
碓井聖二（東山）
川端広子（南新万） 宮本幸典（新万） 岩崎克俊（神島台）
準優勝 中芳養チーム（楠下・浜口・三木・鞆谷・鞆谷）
第３位 くまのＢチーム（丹後・畑山・杉野・寒川）

平成30年春季全国火災予防運動
火災の発生しやすい時季を迎えるにあたり、高齢者を中心とする死者の発生を減尐させるとともに、財
産の損失を防ぐことを目的として３月１日（木）から３月７日（水）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。
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント（３つの習慣４つの対策）
３つの習慣

４つの対策

平成29年度明るい選挙啓発ポスター展示会のご案内
平成29年５月から９月にかけて県内の小・中・高等学校から募集した「明るい選挙啓発ポスター」
について、県審査会における入選・佳作作品の展示会を開催しますので、児童・生徒のみなさんの力
作を是非御覧ください。
【会場】 田辺市文化交流センター

平成29年度全国統一防火標語「火の用心 ことばを形に

シンポジウム「田辺祭の継承と未来を語る」
■日時
■場所

平成30年３月20日（火）～３月25日（日）

午前９時30分～午後７時30分

※３月20日（火）は、正午から。３月21日（水）及び25日（日）は午後６時まで
※３月22日（木）は休館日
【作品】田辺市の入選・佳作作品17点を展示
【作品を展示されている児童】

（入選）樫本

大輝

川﨑

廉斗

倉本

幸奈

（佳作）亀井

晴加

杉本

ひより

宮本

姫結

※上記の受賞者のみなさんは、田辺第二小学校６年生です。
<１>

習慣に」

【お問合せ】田辺市消防本部 予防課 ℡ 26-9954

たなべる（田辺市東陽31番１号）

【期間】

・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

３月11日（日）13：00～16：00（予定）
田辺市文化交流センターたなべる ２階大会議室

■第１部

〇基調講演 「田辺祭のお笠」 講師 吉川 壽洋氏（和歌山県文化財保護審議会委員）
〇特別講演 「闘鶏神社から見た田辺祭」 講師 長澤 好晃氏（闘鶏神社宮司）
「平成29年の田辺祭」 講師 柏木 壽夫氏（平成29年度 笠鉾巡行委員長）

■第２部

〇パネルディスカッション「田辺祭の継承と未来を語る」
コーディネーター 蘇理 剛志氏（和歌山県教育庁 生涯学習局文化振興課）
パネリスト
吉川 壽洋氏
長澤 好晃氏
柏木 壽夫氏

毎年７月24日、25日に開催される田辺祭は、450年以上の歴史をもつ伝統行事として市内外から多くの
見物客が訪れる紀州三大祭の一つです。しかし、田辺祭を取り巻く環境は市街地の空洞化や急速に進行す
る尐子高齢化の波の中で担い手不足等の多くの課題を抱えています。
今回のシンポジウムでは、田辺祭の魅力を再認識するとともに、田辺祭の継承と未来について考えてい
きます。
【お問合せ】田辺市教育委員会 文化振興課文化財係 ℡ 26-9943
〒646-0028 田辺市高雄一丁目23－１
<２>

FAX

25-6029
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２月８日（木）に本年度
尐し前に新年を迎えたと思っていたら、駆け足
最終のベルマーク整理が行
のように時が流れあっという間に、いよいよ３
われ，お忙しい時期にもか
月を迎えます。３月は１年間のまとめをする月
かわらず多くの委員の皆様
です。
においでいただき最後の整
子どもたちには、現在の学年の総まとめをきっ
理と集計活動を行っていた
ちりと行って、それぞれ進級や進学を迎えられ
だきました。
るようがんばってもらいたいと思っていますの
１年間を通じて保護者の皆
で、教職員一同、気を引き締めて取り組みを進
様方にはベルマーク運動に多
めていきたいと考えています。
大のご協力をいただきました
「３月は去る」と言われるように、卒業式や修
ことに感謝いたします。
了式もすぐにやってきます。３月の授業日数は
おかげさまで、ベルマークが約６５，５００点集ま
式の日も含めてわずか16日(６年生は 15日)で
す。学校でも全力で指導していきますので、ご りました。本当にありがとうございました。紙面をお
家庭でもご協力をお願いしたいと思います。６ 借りしてお礼申し上げます。
年生のみなさんは残り尐ない小学校生活を有意
県市町村対抗ジュニア駅伝で力走！！
義に過ごし、中学校進学に備えて下さい。
２月１８日（日）に和歌山市を中
心に開催された、「和歌山県市町村
３月の行事予定
対抗ジュニア駅伝」に６年１組の樫
１日（木） フッ化物洗口 明るい笑顔街いっぱい運動
本 大 輝 君 が 出 場 し ま し た。田 辺 市
登校指導
オープンＡチームの第７区を任され
６年生お別れ遠足（白浜アドベンチャーワールド）
た樫本君は、力強い走りで和歌浦地
たなべる読み聞かせ（１年生）
区の山道を駆け上がり、次の走者に
２日（金） 全校集会【学校長訓話】
無事にタスキをつなぎ，任された
６年生を送る会(3,4限) 卒業式々場づくり
５日（月） 学びタイム【読書】 合唱部卒部式 （育）理事会
責任を果たすことが出来ました。
６日（火） ＡＬＴ来校日 ＊６限のみ木曜校時
当日は好天にも恵まれ、沿道から
７日（水） 学びタイム【国語】 職員会議
は、力走する樫本君に大きな声援が
東部補導委員会総会
送られていました。
８日（木） TV放送･フッ化物洗口 スクールカウンセラー来校日
委員会/代表委員会
市立中学校卒業式 ＊６限のみ火曜校時
９日（金） 学びタイム【算数】
なかよし学級お別れ遠足（白浜方面）
１１日（日） 市民なわとび大会（田辺スポーツパーク）
１２日（月） 学びタイム【学級裁量】
１３日（火） 音楽集会(3～5年)
児童会役員候補者演説会・投票
クラブ活動【本年度最終】（３年生見学）
１４日（水） 学びタイム【学級裁量】 ピアノ調律
１５日（木） フッ化物洗口 ＡＬＴ来校日
スクールカウンセラー来校日【本年度最終】
１６日（金） 学びタイム【学級裁量】
１９日（月） 卒業式総練習
２０日（火） 音楽集会(3～5年) 卒業式全体練習
大掃除 式場づくり 給食最終日
２１日（水） 春分の日
２２日（木） 第１２９回卒業証書授与式
２３日（金） 平成２９年度修了式 １年生お迎え練習
２４日（土） 春休み ～4/8
３０日（金） 離任式(予定)

『子育て発表会』開催！
発表者

山路
守 さん （１年保護者）
濵中 麗子 さん （３年保護者）
中島
真 さん （５年保護者）

育友会文化部为催「わが家の子育て体験発表
会」が、２ 月 ７ 日（水）に 行 わ れ ま し た。今 年
も、３名の保護者代表の方に自らの子育て体験を
中心とする発表をしていただきました。
どの発表も子どもさんに対する深い愛情があふ
れる素晴らしいお話で、あっという間に時間が過
ぎました。発表をして下さいました３名の皆様
方、ご来場下さった皆様に御礼申し上げます。あ
りがとうございました。

<３>

３月号

平成３０年３月１日

学校だより

ベルマーク運動 ご協力ありがとうございました!

総まとめの３月です!

田辺市立東陽中学校・学校だより

平成２９年度の総仕上げの月となりました。３年生は卒業式、そして県立高校入試等に
向けて取組を進めています。また、１、２年生は今年度を振り返って成果と課題を確認
し、4月から最上級生、中堅学年として行動するための心構えをつくっているところで
す。
今年度は、今まで以上に保護者、地域の方々に学校行事や授業等に参加し、東陽中学生を育てていた
だき、誠に有難うございました。来年度から「きのくにコミュニティスクール」事業が
本格実施となります。本校の教育活動が生徒の成長を促進すると共に、地域の活性化に
も繋がりますよう、今後とも皆様のご理解とご支援をどうぞ宜しくお願いいたします。

２年生による「立志式」が２月２３日(金)に行われました
式

辞

『「志」と「勤」』

学校長 佐武 正章

立志とは、自分自身の「志」を立てることです。中国古典『書経』の言葉に、『功の崇きはこれ
志、業の広きはこれ勤』があります。立派な業績を上げるためには、「志」がなければならないとい
う意味です。この「志」とは、自分自身の目標を設定することです。その目標も簡単ですぐに達成し
てしまうものでなく、時間をかけて実現するような大きな目標でありたいものです。そして、自分の
立てた「志」を実現するためには、何をすべきかを考え、今日から実行に移していく意欲が大切で
す。つまり、目標の設定と実現への意欲、この二つの複合したものが「志」にほかなりません。立志
のここまでが立派な仕事を行い、業績をあげるための前提となります。
それでは、目標を設定し、実現への意欲を燃やしただけで充分なのでしょうか？それらに加えて、後
半の「業の広きはこれ勤」では、日々こつこつと努力に励む「勤」、つまり皆さんが学校生活や日常
生活の中で、勤勉な気持ちで努力を続けなければ、自己の目標を成し遂げたり、成長したりすること
は望めませんよと伝えています。
今回、自分たち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）と、毎
日の勤勉さで頑張り続けてください。
二年生の皆さんの今後の逞しい成長とご活躍を心から期待しています。

決

意

の

言

葉

立志生代表

大谷 光騎

本日、僕たち東陽中学校第二学年１０８名は、立志式を迎えることができました。
入学をしてから二年の月日があっという間に経ち、中学校生活は残り一年になりました。一年先に
は進路決定があります。将来の夢を実現させるための大切な選択になります。その壁を乗り越えて、
僕たちは夢に向かって突き進んでいきます。その決意を短い言葉で色紙に書き、今日の立志式で宣言
します。それぞれの誓い以外にも、学校生活では勉強とクラブに励み、夢の実現のために努力してい
きたいと思います。そして自分の行動に責任をもち、自立した社会人になることを目指します。
ここまで僕たちを育ててくれたお父さん、お母さん、今までありがとうございました。まだ未熟な
ところもあり、時には反抗してしまうこともあるかもしれませんが、僕たちを見守ってください。
今日この日からそれぞれの志を実現するために日々努力していくことをここに宣言します。

<４>

