東陽中学校・学校だより
11月号 平成26年10月17日
２週間連続で、台風が日本に上陸しました。今年は、これまでに４
個の台風が日本に上陸し、４個以上の上陸は１０年ぶりだそうです。
幸いにも、田辺西牟婁地方は大きな被害がありませんでした。スポー
ツの秋・文化の秋、この後もいろいろな行事や大会が続きます。生徒
達の活躍にご期待下さい。
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第２回ふれあいバスピン大会の開催

校内体育大会【９月２１日】
校内体育大会が、好天のもと、『目指せ、東陽の頂点へ～最高で最強の仲間とともに～絆２０１
４』を大会スローガンにして盛大に開催できました。たくさんの保護者の方々、地域の方々、あたた
かいご声援、誠にありがとうございました。陸上競技種目決勝、行進、各種対抗種目、各学年のよさ
こい踊り、どの競技・演技も生徒が真剣に取り組んでいました。体育大会を成功させるという３年生
を中心としたやる気と、各学年、各学級のまとまりが、体育大会を成功に導いてくれました。１，２
年生の皆さん、この伝統を来年の体育大会へ引き継いでいって下さい。

『紀州弁慶よさこい踊り』への出演

陸上競技部、
陸上競技部、新人大会で
新人大会で活躍！
活躍！

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回大会に、今年も、
学校行事として、全学年が参加しました。
扇ヶ浜会場では、各学年のリーダーが、アオ
イ会場では各学年ごとに全員が、それぞれのよ
さこい踊りを披露しました。たくさんの地域の
方々の前で演舞を披露しました。全員の協力で
「よさこい踊り」を作り上げ、地域の行事の成
功に向けて中学生として貢献するという目標を
達成できました。

一足早く、陸上競技部は新人大会に出場し、
好成績を収めました。部員５名全員が入賞しま
した。
【田辺西牟婁中学校新人総合体育大会 9/27】
１年男子 ８００ｍ ２位 山本涼介【大会新】
１年男子１５００ｍ ２位 山本涼介【大会新】
２年男子３０００ｍ ５位 重石卓哉
１年女子 １００ｍ ５位 天野美生
１年女子 ２００ｍ ５位 山本裕香
１年女子 ８００ｍ １位 山本千聖【大会新】
１年女子 ８００ｍ ２位 天野美生【大会新】
共通女子１５００ｍ １位 山本千聖
共通女子１５００ｍ ５位 山本裕香

第５２回田辺西牟婁手
５２回田辺西牟婁手をつなぐ
回田辺西牟婁手をつなぐ親
をつなぐ親と子の連合運動会
１０月１２日(日)、田辺東部小学校で「手を
つなぐ親と子の連合運動会」が開催され、育成
学級の３名の生徒が参加しました。台風１９号
の接近で心配されましたが、天候にも恵まれて
無事開催できました。運動会までに他校の生徒
と協力して３回の練習を行いました。３名とも
練習の成果を発揮し、元気いっぱいの演技を披
露しました。

【第28回県中学校秋季陸上競技大会 10/12】
１年男子１５００ｍ ２位 山本涼介
１年女子 ８００ｍ ２位 天野美生【大会新】
１年女子 ８００ｍ ３位 山本千聖【大会新】
共通女子１５００ｍ 12位 山本裕香

和歌山県発祥のスポーツであり、田辺第二小学校区に強く根付いているバスケットピンポンを通
じて、地域間・世代間の交流促進を図ることを目的として開催します。

日

時

１１月２４日（月･祝）

場

所

田辺第二小学校体育館

※予備日、無し
練習･受付：午後４時00分～午後４時50分
開 会 式：午後５時00分～
終
了：午後７時30分（予定）

（駐車場は、東陽中学校体育館前と東部公民館駐車場がありますが、できる限
り徒歩等でお越しください）
対

試

象

合

田辺第二小学校区の児童・保護者・一般の方
東陽中学校区の生徒・保護者・一般の方
公民館長が許可したもの
団体戦（３人で１チーム）
トーナメント戦（低学年の部・高学年の部）
３セットマッチ（11点）

小学 生、中学生 だけでの
参加 は、保護者 同意の上
で申込をお願いします。

※敗者戦はありません。
※申込者から指定の無い限り、事務局でチームを割り振ります。
※チームは児童２名と一般１名の組合せですが、参加数によっては、この限りではあ
りません。

練習日

①10月30日（木）午後７時30分～（場所：東部公民館）
②11月４日（火）午後７時30分～（場所：東部公民館）
③11月18日（火）午後７時30分～（場所：東部公民館）
④11月24日（月･祝）午後４時～午後４時50分（場所：田辺第二小学校体育館）

申込み

11月12日(水)までに東部公民館（神子浜1-4-66 TEL･FAX:25-0360）に連絡

東陽中学校文化発表会
学校支援ボランティア
学校支援ボランティア
本校に併設する東部公民館では、学校支援ボ
ランティアの登録を進めてくれています。その
中から、現在、３名の地域の方が図書ボラン
ティアとして、図書室の環境整備を行ってくれ
ています。また、１１月には、２年生家庭科の
郷土料理体験の授業にも、地域の方々が授業支
援ボランティアとして参加してくれます。ご協
力ありがとうございます。
<４>

１１月２１日(金)、文化発表会が開催されま
す。プログラムには、各学年の作文発表、各ク
ラスが発表する合唱コンクール、文化クラブの
発表、Ｔ-１グランプリが予定されています。文
化発表会案内は、後日配布しますが、８時３０
分開会、１５時４０分終了の予定となっていま
す。各クラスでは、合唱の練習が始まっていま
す。体育大会と並ぶ２学期の大きな行事です。
成功へ向けた取組を進めていきます。

東部公民館のホームページ
地域の方が東部公民館のホームページを作っ
てくれました。
公民館の部屋を使用する際に必要な「使用許
可申請書」や「団体登録票」なども、ホーム
ページの「利用について」というページにあり

ますので、ダウンロードしてご利用
ください。

アドレス：http://toubu.higoyomi.com

<１>

公民館の人材バンクに登録された方に声をか
け、東陽中学校図書室での図書整理ボランティ
アと、家庭科での調理実習ボランティアが始ま
りました。
調理実習は、11月４日(火)、６日(木)、11
(火)、13日(木)に、東陽中学校２年生を対象に
行われます。調理するメニューは、炊き込みご
飯、いわしの紀州煮、ほうれん草のおひたしの
３品です。
図書整理の方は着々と、本の
整理がすすんでいます。
皆様、御協力ありがとうご
ざいます。

日

時：11月10日（月）午後７時30分～

所：東陽中学校体育館
象：小学生以上
（小･中学生は保護者同伴）
持ち物：体育館ジューズ
（動きやすい服装）
申込み：不要
問合せ：東部公民館事務局（℡:25-0360）

場
対

田辺市選挙管理委員会・田辺市明るい選挙推進協議会

文化展・写真展を開催しました。
１１月３０日（日）は、
和歌山県知事選挙の投票日
任 期 満 了 に 伴 う 和 歌 山 県 知 事 選 挙 は 11 月 13 日
（木）に 告 示、11 月 30 日（日）に 投 票 が 行 わ れ ま
す。和歌山県政の代表者を選ぶ大切な選挙です。棄
権したり無効票を投じることなく、有意義な一票
を投じましょう。

●期日前投票
選挙期日に投票できない見込みの人は、期日前投
票制度等をご利用ください。

期

間：11月14日（金）～11月29日（土）
（16日間）
時 間：毎日午前８時３０分～午後８時
場 所：市役所本庁、龍神行政局、中辺路行
政局、大塔行政局、本宮行政局
持ち物：投票所入場券

10月17日（金）～19日（日）に、東部公民館
文化展・写真展を開催し、600名を越える方々
が来場されました。
御協力いただいた皆様、ありがとうございま
した。
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田辺第二小学校

全力をつくせ 田二っ子 ～新校舎とともに～

本年度の学校開放週間は11月16日(日)～21日(金)で
す。例年よりも一週間遅い開放週間となります。
16日は日曜参観日で、午前中は校内音楽会を開催し
ます。今年も東陽中学校の合唱部や吹奏楽部の皆さん
がすばらしい合唱や演奏を披露してくれる予定になっ
ています。
17日（月）、18日（火）、19日（水）は校内絵画展
です。今年は公開日が３日間となります。
18日の５時間目を全校一斉の公開授業と設定してい
ます。もちろん、６時間目のクラブ活動や18日以外の
日のどの授業も自由にご参観いただけますのでおいで
下さい。
以上のような取り組みを行います。たくさんの皆様
のご来校をお待ちしています。どうぞよろしくお願い
します。

９月28日（日）、すばらしい青空の下、三年ぶりに
本校で秋季運動会を行いました。
新校舎完成後初めての運動会となった今年は、例年
にも増して保護者や地域の皆様に大変お世話になりま
した。運動会前や当日の準備か
ら、場外整理，後片づけ等々ま
で、本当にありがとうございま
した。温かいご声援をいただい
たことにつきましても重ねて御
礼申し上げます。
子どもたちは普段の練習の成果を十分に発揮し、す
ばらしい演技を披露することができました。

１１月の行事予定
〔校内絵画展について〕

秋の遠足について
←
東陽中学校での「田
辺っ子ふれあい交
流」を終えた真砂市
長も作品の鑑賞に来
てくださいました。

（持参しなくても選挙人名簿に登録されてい
れば投票できます。）

問合せ：田辺市選挙管理委員会
(直通℡:26-9945)(市役所代表℡：22-5300)

11月４日(火)は秋の遠足です。秋の一日、友だちと
いっしょに長い距離を歩き、自然を満喫してきます。
今年も４年生は防災学習の一環として、広川町の「稲
むらの火の館」他を訪ねます。
４日が雨天の場合は５日(水)に延期です。両日とも
給食がありませんのでお弁当の準備をお願いします。
４年生は見学施設の都合でお天気に関係なく５日に遠
足を実施し、４日は授業日になります。各学年の行き
先は次の通りです。

第８回田辺･弁慶映画祭

「懐かしの田辺」上映
1932年～1935年の田辺市の様子を、田辺高校
１年生がナレーションをつけて上映します。
日 時：11月８日（土）午後２時40分～
場 所：紀南文化会館大ホール
入場料：無料
編 集：玉田 伝一郎 氏(紀州博物館学芸員)

明るい笑顔・街いっぱい運動
11月４日（火）、12月１日（月）
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

→
17日(金)には、併設
する東陽中学校の生
徒も休み時間を利用
して、鑑賞に来まし
た。

１年

２年

3年

４年

５年

６年

会津児童公園

高山寺

岩口池

広川町・湯浅町

竜神山

高尾山

児童会後期役員紹介！

←
子ども生け花教室生
によるお茶会にも、
多くの方がきてくれ
ました。

学校だより

学校開放週間の取り組みについて

今年の校内絵画展を下記の日程で開催します。ぜ
ひご鑑賞下さいますようご案内申し上げます。
◇日時 11月17日（月）9:00～19:00
（振り替え休業日）
11月18日（火）9:00～19:00
11月19日（水）9:00～16:30
◇場所 田辺第二小学校体育館

→
写真展には、一般の
方14名、中学生24名
にご協力いただき、
87点の作品が展示さ
れましたました。
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ビーチボールバレーは、誰でも簡単に遊べる
スポーツです。今回、地域のスポーツ推進員か
らルールや競技方法を教わります。
お気軽に遊びに来てください。

かぜが
とおりすぎました
わたしは はなび
らを
ゆすりました
だれかに よばれ
たきがして
ふりかえると

学校支援ボランティア

ゆうひが くるく
ると
しずむところでし
た

ビーチボールバレー講習会

児童会の役員が新しくなりました。前期役員よりバ
トンを受け継ぎ、早速いろいろな活動に取り組んでく
れています。これからも田辺第二小学校の機関車と
なって、力を存分に発揮してくれることと思います。
新役員の皆さんをご紹介します。
前期児童会役員のみなさん、今までおつかれさまでし
た。
会

長

溝端 眞子

副会長

西脇 美緒

大谷 光騎

書

川嶋 菜月

有山 千晴

記

１日（土）きのくに学びの日 南部センターフェスティバル
２日（日）郡陸上競技記録会 南部センターフェスティバル
３日（月）文化の日 郡陸上競技記録会（予備日）
４日（火）登校指導 明るい笑顔街いっぱい運動
校長訓話･暗唱発表 秋の遠足
５日（水）漢字計算 社会見学(４年:広川町・湯浅町)
遠足予備日
６日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
７日（金）全校音楽集会
10日（月）学びタイム
11日（火）全校音楽集会 スクールカウンセラー来校
ＡＬＴ授業 委員会･代表委員会 東部補導委員会
12日（水）漢字･計算
13日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 郡市音楽会(4･6年)
福祉学習（５年）
14日（金）全校読書
15日（土）校内バスピン大会 生涯学習フェスティバル
16日（日）校内音楽会(日曜参観日)
◇学校開放週間～21日 生涯学習フェスティバル
17日（月）振り替え休業日 校内絵画展１
18日（火）全学年公開授業（５限） クラブ活動
校内絵画展２
19日（水）漢字･計算 ＡＬＴ授業 ベルマーク整理
（５年） 職員会議 校内絵画展３
20日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 観劇
21日（金）全校読書
22日（土）
23日（日）勤労感謝の日
24日（月）振り替え休業日
25日（火）体育集会(低)音楽集会(高) ＡＬＴ授業 キッズ
サポート（2,5年）スクールカウンセラー来校
26日（水）漢字･計算
27日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 三校交流会(会津小)
28日（金）全校読書
◎11日、25日のスクールカウンセラーによるカウンセリング
をご希望の方は，担任までご連絡下さい。

<３>

