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实施日

場所

会費等

毎月第2・3・4金曜日
東部公民館大集会室 15,000円／年間
13：30～15：00

舞踊サークル 「東舞乃会」
太極拳サークル
モリヨーガ（ヨガサークル）
卓球サークル【单部公民館共催】

毎月第1・第3木曜日
19：00～21：00

東部公民館大集会室

毎週水曜日
10：00～11：30

東部公民館大集会室

300円／１回

毎月第1・2・4土曜日
東部公民館大集会室
19：00～21：00

100円／１回
（消耗品代）

●上位入賞者の皆様方は、下記のとおりです。（敬称略）
なお、ホールインワン賞は38名の方が受賞されましたが紙面の関係上、お名前の
掲載は省略させていただきますので、御了承ください。
１位 松下 悦子
２位
５位 中家 真智子 ６位

大前 善一
巨海 清司

单部公民館

東部なでしこの会

東部公民館大集会室

無料

童謡を歌う会

毎月第2.4金曜日
19：00～21：00

東部公民館大集会室

1,500円／月

●東部なでしこの会及び童謡を歌う会は、平成30年４月から公民館サークルに移行します。
●上記以外にも、東部公民館でスポーツ、文化等様々な分野で活躍している団体が多数あります。詳しく
は、公民館事務局（℡25-0360）までお問合せください。

東部公民館・单部公民館ウォークラリー開催!

<１>

去る３月４日（日）、東陽中学校グラウンドにおいて平成29年度東部公民館・单
部公民館グラウンドゴルフ大会が開催されました。
当日は汗ばむ陽気の中、昨年を上回る90名の皆様方の御参加をいただき、熱戦が
繰り広げられました。また、前日の会場設営及び大会運営に御協力いただきました
公民館体育委員の皆様方をはじめ地域の皆様方本当にありがとうございました。

３位 太田 桂子
７位 竹中 秀夫

４位 宮森 美恵子
８位 岡本 保男

無料

毎週火曜日
9：30～11：00

去る２月24日（土）、平成29年度東部公民館・
单部公民館ウォークラリー（主催 東部公民館・
单部公民館ウォークラリー实行委員会）を開催
し、31チーム、130名の方々に御参加いただきま
した。今年は、インフルエンザが猛威を振るった
こともあり、残念ながら参加者数は昨年に比べ減
開会式
少しましたが、天候にも恵まれ無事に終了するこ
とができました。
行事の運営は、实行委員会のメンバーだけでな
く、東陽中学校文芸部の皆さんにはパンフレット
の製作をはじめ、参加者の受付、開会式及び閉会
式での司会進行等で多大な御協力をいただきまし
た。本当にありがとうございました。
ポイントでクイズに挑戦
また、和歌山单漁協湊浦支所女性部の皆様方に
おかれましては、何かとお忙しいにも関わらず豚
汁の炊き出しをしていただき誠にありがとうござ
いました。
当日の写真等は、東部公民館公式ホームページ
（http://toubu.higoyomi.com)で閲覧できますの
で、是非御覧ください。

東部公民館・单部公民館グラウンドゴルフ大会の結果

4,000円／半年

健康体操・レクリエーションサークル 毎月第1.3.4.5火曜日
東部公民館大集会室
【单部公民館共催】
19：30～21：00

平成29年度

来る５月12日（土）、東陽中学校、東部公民館及び单部公民館の共催により、学社融
合事業の一環としまして「バラの鑑賞会と演奏会」の開催を計画しております。
現在、出演予定者と内容について協議をしている段階であり、詳しくは５月号にてお
知らせいたします。

平成29年度

東部公民館サークルの紹介
サークル

行事の予定について（バラの鑑賞会と演奏会）

スタートの様子

ファミリーバドミントンサークルからのお知らせ

单部公民館では、健康な身体づくりとスポーツを通じて多くの方々とのつながりをつくることを目
的として、長年にわたりファミリーバドミントン教室を開催しており、平成29年４月からは公民館
サークルに移行しております。ファミリーバドミントンに興味がある方、日頃運動不足を感じておら
れる方、活動を通じて新たな人とのつながりをつくりたいとお考えの方がおられましたら、お気軽に
公民館事務局（℡25-0360）まで御相談ください。また、当サークルでは、ラケットの無料貸出も
行っておりますので、是非体験参加してみてください。
【ファミリーバドミントンとは？】
家族に限らず３人１チームで楽しむバドミントンで、スポンジボールが付いたプラスチックの羽根
を使用します。スマッシュは禁止で、基本的に１セット時間制限制で年齢・性別に関係なく楽しめま
す。
【サークルの概要】
●練習日 原則として毎月第1.3.5土曜日及び第2.4日曜日 午後７時30分～午後９時30分
●場所
田辺第二小学校体育館
●会費等 100円/１回 又は 3,000円/１年（初回、体験参加は無料）
※スポーツ保険代別途必要（任意加入）

ファミリーバドミントン大会の結果

豚汁の炊き出し

去る平成30年３月４日（日）、御坊市立体育館で行われたファミリーバドミントン大会に单部公民
館ファミリーバドミントンサークルから２チームが出場し、結果は以下のとおりでありました。
（敬称略）
●第５位
なんぶ 古道
岩崎 克俊（神島台）
篠崎 ひとみ（新庄町）

１位に輝かれた
生本さん親子

輪玉
道畑

康弘（上芳養）
佳憲（磯間）

●第８位
なんぶ クマノ
单 ひなゑ（神子浜）
池本 和良（神子浜）
池本 貫汰（神子浜）
川合 智也（上富田町）

<２>
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第４７２号（卒業特集号）

平成３０年３月２２日

田辺第二小学校
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学校だより

ご卒業おめでとうございます！
在校生から６年生へメッセージ
６年生のみなさん、ご卒業おめでとうございま ◇ ６年生のおにいさん、おねえさん、ごそつぎょう
す。男子34名、女子43名、合計77名の巣立ちです。
おめでとうございます。いつもやさしくしてくれて
中学校でも自分の目標に向かって精一杯頑張って下
ありがとうございました。きょうしつでかみしばい
さい。３月に入り白浜アドベンチャーワールドへの
をよんでくれたり、いっしょにあそんでくれたりし
お別れ遠足などの行事が続く中、１日には、「６年
て、とてもうれしかったです。ぞうきんのしぼりか
生を送る会」が開催されました。
たをおしえてもらったから、じょうずにできるよう
第１部は、１年生から６年生までの縦割りの各グ
になりました。ちゅうがっこうでもがんばって下さ
ループで趣向を凝らした楽しいゲームなどが行われ
い。（１年生より）
ました。第２部では体育館に全校児童が移動し、在
校生から歌をプレゼントしたり、み
◇ ６年生のみなさん、ご卒業おめでとうございま
んなでクイズを楽しんだりしまし
す。休み時間には、ドッジボールやなわとびなどを
た。お世話になった６年生への感謝
して、いっしょに遊んでくれてありがとうございま
の気持ちを表すとともに、卒業をお
した。忘れられない思い出になりました。わたした
祝いしました。最後には、６年生か
ちのことを忘れないで下さい。中学校にいってもク
ら歌のお返しがあり、感動のひと時を過ごすことが
ラブ活動などがんばって下さい。（２年生より）
できました。
◇ ６年生のみなさん、ご卒業おめでとうございま
当日は５年生・实行委員会が中心となって、準備
す。運動会の組体操や校内音楽会の合奏や合唱は、
から運営まで頑張ってくれました。５年生は６年生
とてもじょうずで、やっぱり６年生はすごいなと思
から最高学年のバトンを引き継ぎますが、来年度は
いました。いっしょに遊んだ、たてわり集会やわく
立派にその役割を果たしてくれそうです。全校で一
わく集会も楽しかったです。今までありがとうござ
斉に行う最後の行事でしたが，６年生にとって思い
いました。中学校でもがんばって下さい。
出に残るものになったことと思います。

お祝いのメッセージ
○

ご卒業おめでとうございます。
みなさんと出会ったのは、三年生の時でした。ク
ラスだけでなく先生もわくわく、どきどき。みなさ
んとは勉強、運動、町のお店探検など色んなことを
一緒に体験しましたね。何事にも一生懸命取り組む
姿が素敵でした。６年間の小学校生活で得た「友達
との絆」「友達との思い出」は大切な宝物です。４
月からは。中学生！！さあ、自信を持って、新しい
一歩を踏み出してください。
周参見小学校
榎本茉悠先生
○ ご卒業おめでとうございます。
６年生のみなさん ご卒業おめでとうございま
す。旧校舎の工事中で狭かった運動場でみなさんと
一緒に鬼ごっこをしたり、大縄跳びをしたりして楽
しく遊んだ日々のことを、今でも懐かしく思い出し
ます。小学校の６年間はお家の人や学校の先生に支
えられて色々なことを学んできました。４月からは
中学生。輝く未来が待っています。友達を大切に
し、何事にも努力を惜しまない素敵な中学生になっ
て下さいね。みなさんの活躍を期待しています。
中芳養小学校
谷上雅子先生
○

（３年生より）
◇ ６年生のみなさん、ご卒業おめでとうございま
す。みなさんはいつも学校のリーダーとして、わた
したちを引っぱってくれました。いっしょに参加し
た郡市音楽会では、どの学校よりも力強い演奏で、
とても感動しました。クラブ活動でも、やさしくし
てくれてうれしかったです。４年間ありがとうござ
いました。中学校へ進学してもがんばって下さい。
（４年生より）
◇ ６年生のみなさん、ご卒業、おめでとうございま
す。みなさんには、運動会の組体操など、様々な行
事でお世話になりました。みなさんがわたしたちを
引っぱってくれる姿は、いつもかっこよかったで
す。わたしたちもそんな６年生になりたいです。中
学校に行ってもがんばって下さい。
（５年生より）

〔春休み中の行事〕
◇3月23日（金）平成29年度修了式
◇3月30日（金）転任される先生とのお別れの式

ご卒業おめでとうございます。
◇4月6日（金）入学式準備（新６年生登校）
小学校で学んだことを大切にいろいろなことに挑
お迎え練習（新２年生登校）
戦して有意義で楽しい中学生生活を送って下さ
い。みなさんのご活躍をお祈りしています。
◇4月9日（月）平成30年度始業式 通常通り登校
田辺東部小学校
那須照美先生
平成30年度入学式 10:00開式
<３>

田辺市立東陽中学校・学校だより
４月号

平成３０年３月２３日

平成２９年度が修了です！
三寒四温の言葉通り、厳しかった寒さも和らぎ、日差しの温かさが増してきています。
平成２９年度の修了式を無事に迎えることができました。先日の３月８日(木)には卒業証書授与式が行わ
れ、１０６名が卒業しました。様々な場面で下級生の手本となって活躍してくれた卒業生に、幸多きことを
願っています。１、２年生は、４月から上級学年に進級します。２年生は最上級生として、１年生は新入生
の先輩として、頑張ってくれることを期待しています。
本年度は、保護者の皆様、地域の皆様、本校の教育活動に際し、ご理解と多大なご協力をいただき誠にあ
りがとうございました。来年度も、更に充实した東陽中学校を目指しますので、どうかよろしくお願いいた
します。

第69回卒業証書授与式

答辞

卒業生代表 岩本 紗和

例年にない厳しい寒さを乗り越え、 中庭のバラの芽も少しずつ膨らみ始め、春の足音が感じられる頃と
なりました。三年前の春、大きめの制服に身を包み、私たちは入学しました。少しの不安と大きな期待を胸
に、ドキドキしながら教室へ入ったことを覚えています。その日から「君色学年」の三年間がスタートしま
した。
一年生では、春の遠足で熊野古道を歩き、本宮大社へ参拝したり、体育大会や文化発表会など学校行事の
すべてが初めての連続でした。そして、その中で徐々に学級・学年の絆を深めていきました。また、「バラ
の東陽」を復活させるべく、地域の方々と共に取り組んだ中庭の整備作業も良い思い出です。
二年生になると、クラブ活動では後輩ができ、格好良い姿を見せようと張り切って練習に取り組みまし
た。また、職場体験学習や立志式など将来について考える機会が増えました。「将来、自分はどんな仕事を
したいのか。」「どんな大人になりたいのか。」一人ひとりが自分と向き合い、自分の将来について真剣に
考えることができました。また、授業の中で魚の三枚おろしを地域の方々に教えていただき、オリジナルの
東陽バーガーを作ったことも楽しい思い出となりました。
そして、いよいよ三年生。最高学年として東陽中学校を引っ張っていく立場となりました。五月には楽し
みにしていた修学旅行。国会議事堂や第五福竜丸資料館を見学し、東京タワーからは素晴らしい夜景を眺
め、フジテレビではクラスごとに番組制作を行いました。後に、出来上がった番組をみんなで見て、笑い
合ったことも昨日のことのように思い出されます。二日目の午後からはディズニーランドで夢のような時間
を過ごしました。修学旅行が終わると、運動部は最後の大会に向けて全力で練習に取り組み、文化部は夏休
みもコンクールに向けて練習に励みました。九月になると中学校生活最後の体育大会。学年全員で取り組ん
だ「よさこい」は、みんなの笑顔が輝いていました。十一月になると文化発表会。クラス合唱では、どのク
ラスも一致団結して練習に励みました。そして学年全員で歌った「大地讃頌」。今まで築き上げてきた「君
色学年」の絆を歌で精一杯表現することができました。
在校生の皆さん、今日まで私たちについてきてくださり有難うございました。共に過ごした時間は私たち
の胸にしっかりと刻まれています。これからは皆さんで東陽中学校をより良い学校にしていってください。
そして、校長先生をはじめとする諸先生方には勉強以外にも大切なことを沢山教えていただきました。行事
では、私たちと一緒になって楽しんでくれたり、練習をしてくれました。先生方と共に過ごした日々を私た
ちは決して忘れることはないでしょう。本当に有難うございました。いつの日か先生方に成長した姿をお見
せできるよう、これからも頑張ります。お父さん、お母さん、これまで沢山の心配をかけてき
たことと思います。時には厳しく、時には優しく十五年間私たちの成長を見守ってくださり本
当に有難うございました。義務教育が終わり、これからは自分で自分の進む道をしっかり決め
なければなりません。また、沢山の心配をかけてしまうと思いますが、これからもどうぞ宜し
くお願いします。
今日から私たちは、それぞれの夢に向かい歩んでいきます。その途中には大きな壁にぶつかることもある
でしょう。そんな時は先生方が私たちに示し続けてくださったメッセージ「吹かせよう 君色の風」を胸
に、自分の力を信じ、自分色の風を吹かせながら、夢に向かって歩み続けたいと思います。今日まで私たち
を支えてくださった皆様方、有難うございました。在校生の皆さんのご活躍と、東陽中学校の益々のご発展
をお祈りいたします。

<４>

