東陽中学校・学校だより
１０月号 平成２６年９月１９日
今年の秋は昔の秋。こんな言葉を耳にしました。例年この時期、熱中症が心配されるほど残暑が厳しい日
が続きますが、今年は、いつものような残暑の厳しさがありません。朝夕は涼しく、昼間は日ざしに暑さを
感じながらも、秋らしい風がふく毎日が続いています。昔は今年のような秋が多かったのかもしれません。
７７日間の２学期が始まりました。２学期も、生徒も教職員も、各教科の授業はもちろん、運動面でも文
化面でもいろいろな活動に全力で取り組んでいきます。保護者の皆さん、地域の皆さん、生徒達のがんばり
にご支援、ご声援をお願いします。そして、２学期も、本校教育活動にご協力いただけますようお願い申し
上げます。
２学期の主な取り組みを紹介します。

第６６回体育大会

中体連大会の
中体連大会の開催

◎日時 ９月２１日(日) ８：４５開会
※雨天の場合は、２２日(月)に順延します。
◎場所 東陽中学校グラウンド
◎大会スローガン
『目指せ、東陽の頂点へ ～最高で最強の仲間と
ともに～ 絆２０１４』
※７月末の生徒会リーダー研修会から、本年度の
体育大会に向けた取り組みが始まり、２学期に入
り、よさこい練習、陸上競技種目練習、学年別練
習に取り組んできました。９月１１日には、校内
陸上競技大会予選会が行われ、体育大会当日の決
勝に出場する各種目８名の選手を決定しました。
本日、総練習も終わり、今週日曜日、いよいよ体
育大会です。３年生中心に、体育大会へ向けた雰
囲気が盛り上がってきました。各クラスの団結
力、各学年の団結力、全校生徒の団結力に期待し
ます。

◎陸上競技部・・・９月２７日(土)
◎剣道部・ソフトテニス部・サッカー部
バレー部・バスケットボール部・野球部
・・・１０月１８日(土)から開始
◎卓球部・・・１０月１９日(日)

『紀州弁慶よさこい
紀州弁慶よさこい踊
よさこい踊り』への出演
への出演
１０月４日(土)、第２８回弁慶まつり「紀州弁
慶よさこい踊り」第１６回大会が、開催されま
す。今年も、学校行事として、全学年が参加しま
す。
地域の行事の成功に向けて中学生として貢献す
ること、全員の協力で「よさこい踊り」を作り上
げ、集団の力を高め、お互いを大切にすることを
目標に、学年全体で協力してこの取り組みを進め
ています。
たくさんの地域の方々の前で、各学年がそれぞ
れの演舞を披露します。ご期待下さい。
尚、２年生リーダーは田辺第二小学校運動会
で、１年生リーダーは南部センターフェスティバ
ルでも演舞披露します。

東陽杯野球大会、
東陽杯野球大会、野球部優勝！
野球部優勝！
平 成 ２ ６ 年 度 東 陽 杯 野 球 大 会 が、９ 月 ６ 日
(土)、７日(日)に開催されました。１回戦から熱
戦となりました。接戦の末、本校野球部は見事優
勝しました。

東部公民館報
平成26年10月号

東部公民館文化展・写真展の開催
日

時：１０月１７日（金）午後１時30分～午後５時
１８日（土）午前９時～午後５時
１９日（日）午前９時～午後３時

[文化展]
会

場：東部公民館大集会室・和室

和室：子ども生け花教室生のお茶会
（18日 午前10時～12時）

地域の写真愛好家と東陽中学生の写真を展
示。総数８２点。
東陽中学生は、学校近隣の事業所に出向き
「はたらくすがた」というテーマで撮影し
た作品を展示。

（18日午後・19日）

～ご注意～
和室②：明治から昭和にかけての地域の
写真を上映（18日午後・19日）

◎東陽中学校正門から東部公民館までは、
自動車や自転車でお入りいただけます。
ご来場の方は、東部公民館駐車場へ停めて
ください。(24台駐車可能。駐輪場あり)
◎敷地内は禁煙です。
◎小さい子どもは、保護者同伴でお越しくだ
さい。

大正７年 文里の砂浜

東部公民館のホームページ

「写真で振り返る地域の歴史」

地域の方のご協力により、東部公民館のホーム
ページができました。ホームページ上でも、公民
館の情報を発信していますのでご覧ください。

東部公民館では、明治から昭和にかけての写
真（湊地区の航空写真、田辺高等女学校、文里
港など）を展示します。
高齢者の方にとっては懐かしく、若い人に
とっては、新鮮な写真が多くあります。
是非、ご来場ください。

東陽中学校文化発表会

http://www8.ocn.ne.jp/~toyo123/top.html

場：東陽中学校二階多目的ホール
※出入りは公民館玄関から

和室①：田辺東部郷土史懇話会の資料展示

アドレス http://toubu.higoyomi.com/index.html

ホームページアドレスを変更しました！

会

＜内容＞

（地域各種団体、小・中・高校生の
作品を展示）

文化クラブの
文化クラブの活動
クラブの活動

１１月２１日(金)に開催します。各クラスの合
唱、文化クラブの発表、Ｔ－１グランプリが計画
されています。詳細は次号で。

[写真展]

＜内容＞

大集会室：作品展

【コンピュータ部】
１０月１７日～１９日の東部公民館写真展、１１
月２１日の東陽中文化発表会に向けて作品作りに
取り組んでいます。
【文芸部】
１１月２１日の東陽中文化発表会に向けて、地域
の文化財調査に取り組んでいます。
【吹奏楽部】
各種発表会に向けて練習に取り組んでいます。
９月２３日 田辺市吹奏楽祭
１１月 １日 南部センターフェスティバル
１１月１４日 郡市音楽会
１１月１６日 田辺第二小学校音楽会
１１月２１日 東陽中文化発表会
１１月２３日 東陽中吹奏楽コンサート
【合唱部】
９月２３日 関西合唱コンクール
１１月１４日 郡市音楽会
１１月１６日 田辺第二小学校音楽会
１１月２１日 東陽中文化発表会
１２月２５日のＭＢＳ西日本大会出場を目指して
います。

発 行：田辺市東部公民館
館 長 新藤 整市
主 事 大倉 聖秀
東部公民館事務局
〒 646-0025 田辺市神子浜1-4-66
（東陽中学校内）TEL/FAX：0739-25-0360

バスピンの練習日
日
日

時：１０月３０日（木）
午後７時30分～午後８時30分
場 所：東部公民館大集会室
持ち物：なし
問合せ：東部公民館事務局
（℡25-0360）

時：１０月１日（水）～１０日（金）

午前９時～午後５時
※４日（土）はお休み
会 場：東部公民館
問合せ：東部公民館事務局
（℡:25-0360）
昭和10年 田辺高等女学校

<４>

<１>

平成２６
平成２６年
２６年１０月
１０月１日

１２５回目の開校記念日
時：１０月２２日（水）
午後１時３０分～午後２時３０分
場 所：神子浜会館（田辺市神子浜1-19-15）
講 師：南和歌山医療センターの先生
申込み：不要
問合せ：楽生会 樫本会長（℡：22-5816）
日

市長ふれあい公民館(卓球サークル)
９月13日(土)、東南部公民館卓球サークルの
活動に、真砂市長が参加さ
れ、ともに卓球を楽しみま
した。
卓球サークル生の皆さん、
ありがとうございました。

パソコン教室を開催
８月26日(火)、27日(水)、パソコン教室を開
催しました。参加者と生徒の感想です。
（参加者の感想）
・もともと機械オンチなので、すぐ忘れてしま
うと思いますが、楽しく学ばせていただきま
した。ありがとうございました。
（生徒の感想）
・私は今回で３年目のパソコン教室であったが
だんだん工夫して説明できたと感じた。
しかし、少し声が小さくて、相手が聞き取り
づらかったことや、早口にうっかりなってし
まったことは反省すべきと感じた。

期
日

間：H26.10月～H27.３月
時：毎月 第２・第４ 火曜日
午前10時30分～（１時間程度）
（10月のみ、10/７、10/21に実施）
場 所：東部公民館 和室
会 費：6,000円／半期（初回時に徴収）
講 師：日尾 一代 先生
持ち物：バスタオル（椅子の下に敷きます）
問合せ：東部公民館事務局（℡：25－0360）

第３回地域カレッジを開催
９月７日(日)、第３回東南部地域カレッジ
「三壺崎から潮汲み岩、そして獅子舞岩へ」を
開催しました。
この講演会は、田辺東部郷土史懇話会（以
下:懇 話 会）元 会 長 の 竹 中 秀 夫 さ ん を お 招 き
し、地域の史跡や郷土史についてお話しいただ
きました。若い世代にとっては、知ることのな
かった貴重なお話を聞くことができ、地域共通
の財産である史跡や、郷土史について学ぶ、大
変良い機会となりました。
また、当日は紀州博物館の玉田伝一郎学芸員
さんからお借りした、明治から昭和までの写真
（鬼橋岩、獅子舞岩、文里湾など）や、懇話会
が、平成９年に開催した中嶋山から砥石をとる
実演会の映像を上映し、来場した方々は、地域
の古い写真や映像を見ながら、竹中さんのお話
に聞き入っていました。竹中さん、貴重なお話
をありがとうございました。

講演会の様子

昭和６年

獅子舞岩

明るい笑顔・街いっぱい運動
１０月１日（水）、１１月４日（火）
時
場
<２>

間／午前７時30分～午前８時
所／学校付近、自宅前付近、交差点など

昭和３年

文里港

創立百周年：平成２年撮影

１０月６日は本校の１２５
回目の開校記念日です。明治
２２年１０月６日に、蟻通神
社を仮校舎とする「湊尋常小
学校」として開校しました。
その後，何度も校地が移転したり、校名が変わった
りしましたが、戦後間もなくの昭和２２年（1947年）
に現在の「田辺第二小学校」という校名になりまし
た。
校舎や運動場も、今日に至るまで何度も移転や増改
築・拡張がなされましたが、昨年末に今の（新）校舎
が完成しました。現在工事は、運動会練習ということ
で中断されていますが、間もなく再開され、周辺の整
備がなされます。年度末には運動場に芝生も敷かれ、
今以上に素晴らしい環境の学校となります。
児童数は、2,000名を越えるときも
ありましたが１０月１日現在で465名
です。だんだん減少してきましたが、
来年度の新入生は多く、減少はない
ものと見込まれています。
本校からは、昨年度末までに18,567名ものみなさん
が巣立っていきました。学校建築完成を間近に控え、
先人の苦労や昔の子どもたちの様子に思いを馳せ、我
が校のもつ伝統について考えてみたいと思います。

もう一度見直そう！自分の生活を
２学期が始まってから、子どもたちの様子で気にな
ることがいくつかあります。中でも気になるのが次の
ようなことです。
◇学校の中で：廊下を走る。
遊んではいけないところで遊ぶ。
◇学校の外で：登下校中ふざける。
危ない自転車の乗り方をする。
「廊下を走らない」「玄関前駐車場では遊ばない」
等は、１学期から継続して指導をしています。注意さ
れたときには危険な行動をやめたとしても、それから
も何度も注意される子どもや、大人の目が届かなくな
ると同時に同じことを始める子どももいます。
また、学校の外のことについては、地域の方々から
何度もご連絡をいただきました。特に自転車について
は、今まで事故が起きなかったことが不思議なぐらい
大変危険な乗り方をしていたようです。
今まで以上に学校ぐるみで厳しく指導していきたい
と思いますが、厳しいだけでなく、子どもたちの心に
響くわかりやすい指導を心がけます。
保護者の皆様、地域の皆様ご協力よろしくお願いい
たします。

田辺第二小学校

ものさし

第４２４号
４２４号

しゃくと りむし べえ

チェア体操とは
音楽に合わせて、ゆっくりしたストレッチを
おこないます。椅子を使うことで腰に負担が
無く、普段使わない筋肉や関節を動かすこと
ができます。

ぼくは ちっち ゃな
モノサシ だい
からだを まげ たり
のばした り
はっぱを はか って
てってこ ・てん
きのえだ はか って
つんとこ ・つん

高齢になると、噛む力や飲み込む力が弱くな
り、飲み込んだものが食道へ入らずに、気道に
入る恐れがあると聞きます。
そこで今回、神子浜婦人会と楽生会では、専
門医の先生のお話を聞くことにしました。
多くの方のご参加をお待ちしています。

いっぽ いっぽ は
ちっぽけ だけど
いっしょ うけん めい
あるいて りゃ
いつか ちきゅ うを
はかれる ぞ！
ほい
たったか ・たん

東部公民館チェア体操サークル
受講生募集

「口腔ケアのお話し会」開催

学校だより
学校だより

１０月の行事予定
１日（水）明るい笑顔街いっぱい運動、漢字･計算
２日（木）校長訓話、ALT授業
３日（金）全校読書、校内清掃（４年）
４日（土）運動会予備日
６日（月）第１２５回開校記念日、学びタイム お弁当の用意
７日（火）体育集会(低)･音楽集会(高)、委員会・代表委員会
８日（水）漢字・計算、食育（２年2・3）
９日（木）フッ化物洗口、テレビ放送、尿検査(１次)
児童会役員選挙演説・投票
10日（金）全校読書、尿検査(予備)、食育(２年1)
校内陸上競技記録会
12日（日）手をつなぐ親と子の運動会(田東小学校)
なかよし参観日
13日（月）体育の日、手をつなぐ親と子の運動会（予備）
14日（火）なかよし学級振替休業、体育集会(高)･音楽集会
(低)、スクールカウンセラー来校、
、東部補導委員会
１５日（水）漢字･計算、ALT授業 消防署見学(４年)
校内陸上競技記録会(予備)、ベルマーク整理（３年）
１６日（木）フッ化物洗口、テレビ放送、尿検査(２次)
中学年参観日
１７日（金）全校読書尿検査（予備）、低学年参観日
２０日（月）学びタイム
２１日（火）全校音楽集会、６時間目カット
２２日（水）漢字･計算、職員会議
２３日（木）テレビ放送･フッ化物洗口
２４日（金）全校読書、ALT授業 就学時健康診断
（１～５年午後臨休）
２５日（土）田辺・西牟婁地方学校美術展(三栖小)
２６日（日）田辺・西牟婁地方学校美術展(三栖小)
２７日（月）学びタイム
２８日（火）縦割り班活動、クラブ活動
スクールカウンセラー来校
２９日（水）漢字･計算、我が家の子育て発表会
３０日（木）フッ化物洗口、テレビ放送

参観観日のお知らせ
❏なかよし学級 10月12日（日）9:00～14:00
場所：田辺東部小学校
「手をつなぐ親と子の連合運動会」の参観です。
雨天の場合は13日（月：体育の日）に延期されます。
❏１・２年生 10月17日（金）
場 所：各教室 授業13:40～14:25 懇談14:35～
❏３・４年生 10月16日（木）
場 所：各教室 授業13:40～14:25 懇談14:35～
❏５・６年生 10月10日（木）
場 所：東陽中学校 授業 8:45～15:00頃
※東陽中学校で校内陸上競技記録会をご覧いただきま
す。雨天の場合は15日（水）に延期します。
<３>

