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平成30年度 東部公民館運営役員が決定
５月中旬から各委員会（体育、文化、学社融合、人権推進）を順次開催し、その結果を踏まえ去る
５月28日（月）に運営役員会を開催いたしました。会議では、平成30年度の事業計画及び予算につい
て御審議をいただき、承認をいただきました。
今年度におきましても公民館事業への御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。今年度の運営役員の皆様方は、以下のとおりです。（敬称略）

〇東部公民館運営役員（任期１年

平成30年４月１日～平成31年３月31日）

【町内会】

・神子浜町内会
泉 房次朗（監査委員） 奥山 雅司
・東山町内会
堀 正道
玉置 昭三
広畑 延行
木本 裕巳
・文里町内会
新宅 初枝
井瀬 敦司
橋本 三
・上浜田町内会
芦谷 信一（監査委員）
【老人会】 ・楽生会 樫本 春彦
・むつみ会 久保 福恵
・文寿会 竹中 秀夫
【婦人会】 ・神子浜婦人会 石橋 誠子
・文里婦人会 真砂 みよ子
【子ども会】・神子浜子ども会 木下 智雄 ・東山子ども会 中道 喜彦
・文里子ども会 小川 太祐
【学校】
・田辺第二小学校 中家 全基 ・東陽中学校 嵯峨 昭仁
【各種委員会】
・体育委員会
委員長 谷本 禮三
副委員長 新宅 初枝
・文化委員会
委員長 山本 昌二郎
副委員長 広畑 延行
木村 祥子
・学社融合委員会 委員長 栗栖 崇
副委員長 村上 貴美代
・人権推進委員会 委員長 寺岡 開
副委員長 瀧本 小百合

平成30年度公民館職員専門講座を受講して
去る６月５日（火）から６月８日（金）までの４日間、国立教育政策研究所社会教育実践研究センター
（東京都台東区）にて、「平成30年度公民館職員専門講座」を受講して参りました。地域の皆様方におか
れましては、何かと御不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
本講座は、「地域課題解決のための『学びの場』公民館」をテーマに公民館職員として必要な高度かつ
専門的な知識・技術についての研修を行うとともに、公民館職員としての力量を高めるために開催され、
全国から57名の公民館職員が一堂に会し、地域課題解決のためには地域の方々と「志」を共有し、共に活
動することで理想の実現（課題の解決）を共に喜び合うことの大切さを学びました。
また、グループワーク等を通じて他の自治体の公民館職員の方々と交流を深めることができ、非常に有
意義な機会となりました。今後、本講座で学んだことを活かしながら当公民館地域の活性化に向けて尽力
していきたいと考えておりますので、今後とも御指導御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
東部公民館
津田 祐司

平成30年度 東部公民館・南部公民館子ども生花教室スタート!
去る６月２日（土）、新たに３名の新規受講生（田辺第二小学校３年生）を迎
え、総勢13名で今年度の「子ども生花教室」がスタートしました。
受講生たちは、広円流 廣畑 好美先生をはじめ３名の先生方から生花の作法を
教わりました。また、希望者は生花が終わってから、茶道も教わっています。受講
生たちの作品は、東部公民館文化展又はなんぶフェスティバルにも展示しますの
で、是非御鑑賞ください。

南部公民館 ファミリーバドミントン交流大会（結果）
去る６月10日（日）、田辺第二小学校体育館で開催された「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16名が参加し、結果は下記のとおりでした。（敬称略）
◆交流の部
優勝
岩崎 克俊（神島台）
準優勝 寒川 ナミ子（東山）
◆トーナメントの部
優勝
岩崎 克俊（神島台）
準優勝 久田 和夫（東陽）

道畑 佳憲（磯間） 池本 和良（神子浜）
池本 貫汰（神子浜）鞆谷 法男（下三栖） 榎本 由美子（鮎川）
榎本 由美子（鮎川） 榎本 風悟（鮎川）
榎本 博文（湊）
浜口 さとみ（中芳養）

☆当サークルに参加御希望の方は、公民館事務局（℡ ２５－０３６０）までお問合せください。

◆平成30年度事業計画
・10月26日（金）～10月28日（日） 写真展・文化展
・11月10日（土） 舞踊サークル「東舞乃会」10周年記念発表会
・11月23日（金・祝）平成30年度第６回ふれあいバスピン大会
・平成31年２月23日（土）平成30年度東部公民館・南部公民館ウォークラリー
（予備日２月24日）
※上記事業以外に、実施日時未定の事業がありますので、随時お知らせいたします。

第９回

東部公民館写真展の開催について

東部公民館では、館区内の住民の皆様方との交流を図るため、東陽中学校区内在住の写真愛好家の
皆様方の作品を一堂に会した写真展を下記の日程で開催いたします。

◇日時

◇会場

平成30年10月26日（金）
10月27日（土）
10月28日（日）
田辺市立東陽中学校

午後１時30分～午後５時
午前９時～午後５時
午前９時～午後３時

２階多目的ホール

◇詳細につきましては、８月号に掲載させていただきます。

<１>

平成30年度 ニュースポーツ教室開催(ラケットテニス）
運動不足になりがちな方を対象に、誰でも気軽に楽しめるニュースポーツの体験教室を開催し、生涯ス
ポーツの普及を図ることを目的として下記の日程で開催いたします。

●主催
●日時
●会場

田辺市教育委員会（主管 田辺市スポーツ推進委員協議会）
平成30年７月18日（水）19：00～21：00
田辺スポーツパーク体育館

【ラケットテニスとは？】
バドミントンコートで硬式テニスとほぼ同じルールで軟らかいボールで行う競技です。テニスコー
トより狭く、基本的にはダブルスで軽くて短いラケットでプレーするため、体力に自信のない方でも
十分に楽しむことのできる生涯スポーツです。
●定員
●持ち物
●申込方法
●申込先

30名（随時受付。定員になり次第締切）
●参加費
無料
室内用運動靴 運動のできる服装 タオル 飲料水等
参加申込書に住所、氏名、電話番号を記載し、ＦＡＸ、Ｅメール、郵送又は持参によ
り下記まで申込んでください。
田辺市教育委員会 スポーツ振興課（田辺スポーツパーク管理事務所内）
〒646-0061 田辺市上の山一丁目23番1-1号 ℡ 0739-25-2531 FAX 0739-25-0387
E-mail
sports@city.tanabe.lg.jp
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田辺第二小学校

６月は『防災安全教育』のスタート月
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学校だより

７月の行事予定

本校では､毎年６月を「防災教育」のスタート月
と設定して防災に関する様々な活動に取り組んでい
ます。今年は最初の取り組みとして、６月14日に津
波避難訓練を実施しました。今回は、立正幼稚園前
を通ってファミィールヴィラの広場まで避難する
コースで実施しました。実際の訓練では、子どもた
ちは整然と行動し、津波のピーク波到着予想時刻よ
りも早い、約７分で避難場所のファミールヴィラに
着くことができました。この訓練では，交通指導員
の皆様方にもご協力をいただいて，安全面でも万全
の体制で取り組むことができました。また、参観日
では「防災」に関連する授業をご覧いただきまし
た。どのようなご感想をお持ちでしょうか。 ご家
庭と学校とで連携しながら防災教育の充実に努めて
いきたいと思います。ご協力をよろしくお願いしま
す。さらに、本校独自の取り組みとして、１学期中
には、屋上避難訓練も実施し、ファ
ミールヴィラまでの経路が確保でき
なかったり、避難までの時間が十分
確保できなかったり等の緊急時に備
えての訓練も実施したいと考えています。
熱戦が展開される！ －市内大会－
６月10日(日)にソフト、キックの市内大
会が、神島台のグラウンドで行われまし
た。当日は、時折小雨のぱらつくあいにくの梅雨空
でしたが、本校からはソフト２チームとキック２
チームが出場し、熱戦を展開してくれました。ソフ
トボールでは、RISING SUNチームが決勝へ進出し健
闘しましたが、惜しくも敗れ準優勝でした。また、
文神チームは、残念ながら初戦で敗れましたが、最
後まで全力を出し切ってプレーしてくれました。
キックベースボールでは、出場した２チームが初
戦を突破し、決勝では田辺第二小学校同士が対戦す
ることとなり、Dashチームといそもりみこチームと
の対戦となりました。その結果接戦を制したのは、
Dashチームで、校内大会に引き続いての優勝を飾
り、いそもりみこチームは準優勝でした。入賞チー
ムのみなさん，おめでとうございます。また惜しく
も入賞を逃したそれ以外のチームのみなさんもしっ
かりがんばりました。みなさんの健闘に拍手を贈り
たいと思います。
校内大会から市内大会までの長期にわたりご指導
いただいた保護者、地域の皆様方、本当にお疲れ様
でした。なお、今回の大会も、田辺第二小学校以外
の学校からの出場は、僅か２校と尐なく、来年度以
降、市内大会が継続されるかどうかは今のところ不
透明な状況だそうです。

１日（日）市子どもクラブドッチボール大会【予選】
（田辺ＳＰ）
２日（月）明るい笑顔街いっぱい運動・セーフティネット
学びタイム【読書】
３日（火）全校体育集会 委員会/代表委員会
４日（水）学びタイム【国語】
市教育委員会定例学校訪問
５日（木）テレビ放送/フッ化物洗口
なかよし学級キャンプ（すさみ）１日目
６日（金）学びタイム【算数】
なかよし学級キャンプ（すさみ）２日目
７日（土）田辺市青尐年育成市民大会
（紀南文化会館） 13:30
きのくに合唱セミナー（中部公民館）
８日（日）市子どもクラブドッチボール大会【決勝】
（田辺SＰ）
９日（月）学びタイム【学級裁量】５年生福祉体験学習
10日（火）学びタイム【学級裁量】クラブ活動
11日（水）学びタイム【学級裁量】
12日（木）学級扱い/フッ化物洗口
13日（金）全校集会【学校長訓話】
14日（土)（育）文化部主催ミニコンサート（多目的Ｈ）
16日（月）海の日
17日（火）全校集会【各種表彰】
18日（水）学びタイム【学級裁量】
19日（木）給食最終日 全校５限で授業終了
20日（金）１学期終業式 大掃除
23日（月）各学年個人懇談 ～31日 水泳特別練習開始
合唱部練習開始

水泳目標未到達児練習～26日

27日（金）学年水泳記録会（1,3,5年,なかよし） ☂30日
29日（日）郡ドッチボール大会（田辺ＳＰ）
31日（火）学年水泳記録会（2,4,6年）
☂８月１日

東陽中学校・学校だより
７月号 平成３０年７月１日

きのくにコミュニティスクール・学社融合推進協議会
和歌山県では、学校と地域をつなぐ体制を強化するため、「きのくにコミュニティスクール」を導入
し、取組をすすめています。これを受け、田辺市では、学社融合推進協議会を今年度から市内全ての小中
学校で運営しています。本校では、学校・保護者と地域社会が連携して、学校の教育活動と地域のもつ力
(人材や文化・歴史等)を合わせることで、子どもたちの逞しく「生きる力」を育てることを目的として活動
しています。保護者・地域の皆様方、ご支援ご協力の程よろしくお願い致します。
今月は、推進してくださっている団体やサポーターの方々を紹介させて頂きます。

学校支援サポータ－

学社融合推進協議会
５月２４日、９名の委員さんに委員を委嘱し、
会議を行いました。委員さんは、東部・南部公民館
長さん、育友会本部役員代表、本校の育友会に関
わっていただいた方、地域活動を推進されている方
がいらっしゃいます。第一回目は、本校の教育計画
の説明や本事業の目的や計画の
説明と検討が行われました。次
回は９月を予定しています。

公民館の人材バンクと連携した活動です。
図書サポーター・・毎週月曜日、図書の整理や管理
をしてくださっています。
バラ園手入れ・・バラ植えや日々の消毒・剪定等を
してくださり、生徒に手入の指導を頂いています。
写真教室・・写真愛好家の方に写真撮影の方法を
詳しく教えて頂いています。
調理教室・・家庭科授業の魚料理や東陽バーガーに
地域の方々が支援してくださってます。

育友会

東陽中学校区学社融合推進会議
（東融会とうゆうかい）

今年度は保護者世帯数２８９戸、教員２６名から
育友会が構成されています。本部役員さん６名、理
4つの公民館(東部・南部・中部・ひがし)の主事
事２６名、９つの地区から選ばれた事業部員さん と東陽中学校の職員が隔月に会議を行っていま
が、育友会の活動を企画、運営してくださっていま す。それぞれの取組や行事予定を発表し合い、学
す。
社融合事業の推進のため話し合いをしています。

校区協議会：小学校区を中心に関係団体の代表者、育友会、教員が交流しています。
東部補導委員会：毎月、児童生徒の様子を意見交流し、巡回する活動を行ってくれています。
民生児童委員会：東部・南部・中央の民生児童委員さんが、子どもたちを見守ってくれています。
また、上記の皆さんの他にも、授業や部活動等において多くの方々にお世話になっています。地域の
皆さん方との連携を強め、地域の力を学校に入れて頂くことで、より充実した教育活動を行うことがで
きています。今後とも何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

帰宅時刻と自転車の乗り方に注意を
先日、本校区を担当されている民生児童委員さん
に､学校をご訪問いただき､児童の様子を見ていただ
いたり、地域における子どもたちの状況について協
議する機会がありました。
その席上、委員さんから、「子どもたちの自転車
の乗り方が大変気になる。特に右側通行やよそ見し
ながらの運転等とても危ない。」とのお話がありま
した。
学校でも再度指導を徹底しますが、夏休み前のこ
の時期にご家庭でも一度ご指導をお願いします。
また、最近日没時刻が遅くなり､児童の帰宅時刻
が遅くなる傾向が見られます。６時のチャイムとと
もに速やかに帰宅するようお声掛けをお願いしま
す。

<３>

職場体験(２年生) (６/13～15)

生徒総会 (6/19)

事前学 習に取 り組 んだ 後、１００ 人の２ 年生
が、３ ８カ所 の事業 所で ３日間 働かせ てい ただ
き、仕事の厳しさと共に、やり甲斐を味わいまし
た。
各事業所の皆さん、ありがとうございました!!

食育授業(３年生)

6月21日

中山路小学校の原田有希栄養教諭に食育授業を
行って頂きました。朝食を摂ることの利点や「早
寝早起き朝ご飯」の大切さを考え
た3年生です。ご家庭でも朝食を
食べて登校するようご協力をお願
いします。

けじめのある司会進行と発表者の
礼儀正しい態度、質問に対する生徒
会のわかりやすい応答など、自主性
に満ち溢れた見事な生徒総会が行わ
れました。これも生徒会本部を中心に全校生徒で事
前準備にしっかり取り組んだ成果と考えられます。

７月の挨拶運動

期末テストが２日～４日の

為、７月５日(木)に行います。

地区懇談会

7月31日

保護者と教員によ
る地区懇談会を7月31日(火)午後7時半から行いま
す。是非多くの保護者の方の参加をお願いします。

<４>

