東陽中学校・学校だより
12月号 平成26年11月20日
秋も随分深まってきました。文化の秋、スポーツの秋、実りの秋。生
徒たちは、様々なところで活躍する姿を見せてくれました。
１１月１４日(金)、紀南文化会館で行われた郡市音楽会では、吹奏楽
部と合唱部がすばらしい演奏を聴かせてくれました。また、３年生は、
「大地讃頌」のすばらしい合唱を歌い上げました。
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田辺西牟婁中学校
新人体育大会の結果
卓球男子団体、優勝！
１０月１９日(土)から、田辺西牟婁中学校新人
大会が開催されました。夏に３年生が引退し、２
年生が中心となって臨む最初の中体連の大会で、
それぞれのクラブが、全力で戦いました。卓球男
子団体、剣道女子個人、ソフトテニス男女団体、
ソフトテニス女子ダブルス２ペアが県大会に出場
しました。
来年の春の大会、夏の大会に向けて、２年生を
中心にしてこの冬の練習もしっかり目標をもって
がんばっていきます。
【団体の部】
◎卓球男子団体の部・・・・・・・優勝
◎女子ソフトテニス団体の部・・・第２位
◎男子ソフトテニス団体の部・・・第３位
◎男子バスケットボールの部・・・第３位
◎女子バスケットボールの部・・・第３位
◎野球の部・・・・・・・・・・・第３位
※県大会の結果
卓球男子団体・・・決勝トーナメントへ進出
男子ソフトテニス団体・・・予選リーグ敗退
女子ソフトテニス団体・・・予選リーグ敗退
【個人の部】
卓球男子個人の部
第１位 岡本直樹
第３位 濵口竜輔
卓球女子個人の部
第３位 原田珠里
剣道女子個人の部
第３位 榎本葉月
テニス女子個人の部５位 松田真弥・杉野京香
５位 有山葉月・福田胡美
※１２月１３日に行われるソフトテニス県イン
ドア大会にも出場します。

合唱部、西日本大会に
出場決定！
第６１回ＭＢＳこども音楽コンクール県審査に
おいて、合唱部は、重唱部門と合唱部門の両方で
優秀賞を受賞し、１２月２５日(木)、大阪府池田
市で開催される、第６１回ＭＢＳこども音楽コン
クール西日本大会への出場権を獲得しました。
<４>

東部公民館報

和歌山県中学校
駅伝競走大会の結果
男女、近畿大会出場へ
１１月１６日(日)、和歌山県中学校総合体育大
会第３６回男子駅伝競走の部・第２９回女子駅伝
競走の部が開催されました。穏やかな天候に恵ま
れ、旧白浜空港跡地で男子４２チーム、女子３９
チームが参加し、レースが行われました。駅伝部
は、男子５位、女子３位に入賞し、目標であった
近畿大会への出場権を獲得しました。女子駅伝部
は、３年連続の出場を果たしました。
近畿中学校総合体育大会駅伝競走の部は、１１
月３０日(日)、兵庫県豊岡市日高町奥神鍋周辺
コースで開催されます。健闘を祈ります。

第２回ふれあいバスピン大会を開催
11月24日(月･祝)、田辺第二小学校体育館
にて第２回ふれあいバスピン大会を開催し
ました。
189名の参加者があり、子ども２名、大人
１名のチーム戦で、低学年の部と高学年の
部に別れ熱戦を繰り広げました。
開催にあたり、ご協力頂いた各地区子ど
も会の皆様、地域の皆様、ありがとうござ
いました。

能城匡志
２区 畑山悠樹
杉田幸太郎 ４区 山田哲也
加藤陽輝【区間３位】
山本涼介【区間３位】
重石卓哉
補欠 生駒成司朗

女子総合 ３位
１区
３区
５区
補欠

山本千聖
山本裕香
堺 千夏
中圖果鈴

２年生

２区
４区
補欠
補欠

天野美生【区間２位】
舩山藍子【区間３位】
舩山響子
保田 葵

郷土料理教室

１１月４日(火)から１３日(木)にかけて、２年
生 家庭 科の授 業で、「地 域の 食材と 食文 化」を
テーマにした郷土料理教室を行いました。各クラ
スごとに実施しました。この授業は、東部公民館
の人材バンクに登録されている地域の方々の中か
ら、１８名の方に学校支援ボランティアとして協
力していただき実施しました。１時間の授業に６
名、各班に一人ずつのボランティアの方が入って
いただいたおかげで、実習の授業がスムーズに進
みました。ご協力ありがとうございました。

＜大会結果＞ 敬称略
低学年の部（31チーム）
優 勝：芝 龍之介、土井 幹太、岡本 直樹
(東山子ども会)
準優勝：日下 侑太、岡本 和樹、日下 大樹
（東山子ども会）
３ 位：橋本 陽太、岩本 理央、岩本 真理
(東山子ども会)
道畑 結月季、岡崎 円香、道畑 ユミ
(東山子ども会)
高学年の部（32チーム）
優 勝：撫養 絢祥、岡本 侑樹、撫養 翔太
(東山子ども会)
準優勝：田津 真也、大川 丈翔、原田 珠里
（中学生）
３ 位：前田 大、前田 悠太、前田 達郎
（神子浜子ども会）
上田 晃大、原見 蒼太、道畑 朋浩
（磯間子ども会）

男子総合 ５位
１区
３区
５区
６区
補欠

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
ホームページ：http://toubu.higoyomi.com

田辺第二小学校トライタイム

料理教室を開催

11月20日(木)、21日(金)、田辺第二小学校の
６年生は、トライタイム（国語科＋総合的な学
習）の時間に、自分の町のことを改めて知り(再
発見)、愛着を持ってもらうことを目的に、校区
内にある神楽神社、砥石山跡など、６箇所に班
に分かれて行きました。現地では地域の方から
話を聞き、それぞれの場所について教えていた
だきました。

11月４日(火)、６日(木)、11日(火)、13日
(木)に、東陽中学校２年生の調理実習の時間
に、地域の方が加わり、生徒の調理のサポート
をしました。
ご協力頂いた地域の皆様方、ありがとうござ
いました。

←
砥石の取り方や、採石
業の歴史について、お
話を聞きました。

（生徒の感想）
私は魚が苦手で、海の匂いとかもダメなので、
今日は魚を切れるか、触れられるか不安でした。
こんな私でも、地域の方は丁寧に教えてくれる
し手伝って下さったので本当に嬉しかったです。
そのおかげで、すべてが美味しくできたと思っ
ています。本当にありがとうございました。

→
神楽神社に奉られてい
る 神 様 や、神 楽 神 社 の
お祭りについてお話を
聞きました。
<１>

場

所：南部センター集会室

講

師：坂本 フジエ 先生 (坂本助産所)

申込み：不要(当日会場にお越しください)
後

援：田辺市教育委員会、東陽中学校育友会
田辺第二小学校育友会
みどり保育所保護者会

問合せ：末広児童館(℡:23-1892)
※一時保育を希望の方は、12月５日(金)までに
末広児童館にお申込みください。

東部公民館舞踊サークル

※手話通訳あります。
※駐車台数に限りがありますので、なるべく徒
歩か自転車でお越しください。

本年度の本校学校開放週間は，例年より約一週
間遅い11月16日(日)～21日(金)でした。本年度も
多くの保護者や地域の皆様がおいでになり，子ど
もたちや学校の様子をご参観下さいました。
16日には校内音楽会を開催しました。日曜参観
日を兼ねていましたので，大勢の方が来校されま
した。子どもたちも，これまでの練習の成果を十
分に発揮することができたと思います。低学年は
低学年らしく元気いっぱいの歌と演奏を，高学年
は高学年らしく美しさを追求した合唱，合奏が披
露できたことと思います。
１年生

２年生

３年生

４年生

避難訓練

「東舞乃会」舞台発表
11月15日(土)、田辺市民総合センターで生涯
学習フェスティバルが開催され、公民館サーク
ル舞台発表において、東部公民館舞踊サークル
「東舞乃会」が出演されました。
栃木県民謡の日光和楽踊りから始まり、伊
勢音頭、五万石、浪花節だよ人生は、最後に
全員で賑やかに、田辺
民謡の吹くよ汐風を披
露し、会場は大盛況で
した。
皆様、お疲れ様で
した。

朝のあいさつ運動

第10回市民スポレク祭

ビーチボールバレーの日程変更
第47回衆議院議員総選挙の実施に伴い、市民
スポレク祭ビーチボールバレーの開催日が以下
の通り変更になりました。

明るい笑顔・街いっぱい運動
開催日：12月23日(火･祝)午前９時～
申込み締切り：12月12日(金)

12月１日（月）、１月８日（木）
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

申込み、問合せ：スポーツ振興課(℡:25-2531)
（住所）田辺市上の山一丁目23-1-1
田辺スポーツパーク内

学校だより

12月の行事予定

学校開放週間

11月12日(水)、突発的な地震及び大津波の発
生を想定し、東部公民館では、併設の東陽中学
校、近隣の学校とともに
避難訓練を実施しました。
東部公民館利用者と生
徒は、共に高台の一時避
難場所まで駆け上がりま
した。

なかよし
こね ずみし ゅん

(受付:午後７時～)

ぼくは いつも
どんぐりをポケットに
いれてい る
どんぐ りと ぼくは
「き っ て も き れ な い な
か」であ る

午後７時３０分～午後９時

≪講師プロフィール≫
1924年和歌山県生まれ。現在90歳。
現役助産師（日本最高齢）
23歳で出張スタイルのお産
を専門とする「坂本助産所」
を上芳養の自宅に開業。73
歳で朝日ヶ丘へ移転し、こ
れまでに4,000人以上のお
産にかかわり、出産以外に
も、子育て相談など地域の
よろず相談所として活躍さ
れている。
助産師になって70年、今なお現役で赤ちゃんを
とりあげている。

田辺第二小学校

こねずみ

時：１２月９日(火)

平成２６年１２月１日

つまり
どこまでが

日

第４２６号

どんぐり

子どもを取り巻く社会状況が著しく変化する中で、子どもたちに様々な問題が発生しています。
「命の大切さ」「思いやりの心」「家庭の絆」等、子育て・子育ちしていく中で親も子も真剣に考
え、向き合っていかなければなりません。
子どもサポートネットみらいでは、家庭で親と子がふれあい、互いを尊重・理解し合い、これか
らの生活を考えていく大切な機会となるよう子育てのつどいを開催します。みなさまの参加をお待
ちしています。

どこまでが

第10回子育てのつどい「親子のふれあいを大切に」

で

か
わから ないく らいの
なかよ しなの である

子どもサポートネットみらい主催

５年生

６年生

1日(月)明るい笑顔街いっぱい運動 学びタイム
2日(火)校長訓話･暗唱発表･表彰 委員会･代表委員会
第４回育友会理事会
3日(水)漢字・計算 広報部会
4日(木)フッ化物洗口 テレビ放送 三校交流会
5日(金)全校読書
6日(土)ユネスコ絵画展
7日(日)親子バスピン大会 ユネスコ絵画展
8日(月)学びタイム
9日(火)音楽集会(低)･体育集会(高)
県学習到達度調査(4～6年)
スクールカウンセラー来校 東部補導委員会
子どもみらい子育てのつどい（南部Ｃ）
10日(水)漢字･計算 職員会議
11日(木)フッ化物洗口 テレビ放送 校内持久走記録会
12日(金)全校読書 図書返却締め切り
13日(土)地域指導者合同研修会（上富田）
15日(月)学びタイム 冬休み図書貸し出し
16日(火)クラブ活動 冬休み図書貸し出し最終
校内持久走記録会予備
17日(水)漢字･計算
19日(金)全校読書 ４Ｒ発表会･バザー（４年）
20日(土)人権教育地方別研修会（上富田）
22日(月)スクールカウンセラー来校
23日(火)天皇誕生日
24日(水)２学期終業式 大掃除
25日(木)ＭＢＳコンクール西日本大会(合唱･重唱の部:池田市アゼ
リアホール) 東部補導委員会特別補導
26日(金)仕事納め
31日(水)大晦日
◎9日、22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。

４年生の作品
校内絵画展より
また，今年も東陽中学校の吹奏楽部と合唱部の
みなさんにもご出演いただきました。低学年児童
に合わせた選曲や曲に合わせたダンスも取り入れ
ていただいており，低学年児童はもちろん，会場
全体が大いに盛り上がりました。
東陽中学校の皆さん
吹奏楽部

合唱部

我が家の子育て体験発表会
発表者：八木 潔 様（1年･3年保護者）
芝 三千哉 様（1年･3年保護者）
坂本 一裕 様（5年保護者）
毎年恒例の育友会文化部主催「わが家の子育て
体験発表会」が，10月29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。
時にはユーモアを交えながらの楽しいお話で，
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名の方と，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>

