東陽中学校・学校だより
２月号 平成27年1月21日
新しい一年が始まり、３学期がスタートしました。３年生の３学期の予定授業日数は４１日、１，２年
生は、５２日です。３年生にとっては、進路の決定と義務教育の卒業という人生の中でも大きな節目とな
る学期です。また、１，２年生にとっても、それぞれの学年のまとめをし、４月から始まる新しい学年へ
向けて、しっかり準備をしなければならない学期です。生徒の皆さん、体調管理には十分に気をつけて、
充実した３学期になるようがんばっていきましょう。
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人権学習会・第４回東南部地域カレッジ

「リアルな防災対策を」
地域の方から届いたお話
◎学校の近くに住むおばあさんが、家の近くを歩
いていた時、東陽中学校の二人の女子生徒に出会
いました。その生徒たちは、あいさつをし、『寒
くなるから、おばあちゃん、気をつけてね。』と
やさしい声をかけました。おばあさんは、とても
うれしくなり、そのことを家に帰って話しまし
た。そして、おばあさんの家族の方を通して、こ
のお話が学校に伝えられました。
◎上富田町老人クラブ連合会発行の「かみとんだ
生きいきだより５１号」に掲載された記事を一部
紹介します。
「親切な中学生」
中道 武さん
十月のある日、田辺の立正幼稚園に通う孫か
ら、「おじいちゃん。優の運動会見に来てね。」
とお誘いを受けました。聞けば運動会は田辺第二
小学校、車は立正幼稚園の駐車場に止めて下さい
とのことでした。昨年までは神島高校のグラウン
ドだったので分かりやすかったのですが、田辺第
二小学校も立正幼稚園も全く知らなかったので、
とにかく車を走らせました。あまり広くない道
路、あまりゆっくり走っても他人に迷惑も掛ける
し、このままだとなかなか行きつけないと思い、
車を少し広いところに止め、歩きながら聞く人を
探しておりました。
少し行くと中学生らしき女の子に出会い、道を
聞くと連れて行ってあげると言ってくれました。
実は車で来て駐車場を探していることを話す
と、自分を乗せてくれたら分かる所まで教えてあ
げるということでした。
時間は大丈夫ですかと聞くと、余裕を持って来
ているので、全然平気ですと言って車に同乗して
くれ、しばらく走っていると、指差しながらあの
十字路を、左に曲がれば第二小学校、右に曲がれ
ば立正幼稚園の駐車場ですと教えてくれ、少し行
くと、ここからは真っ直ぐで正面が立正幼稚園の
駐車場ですと言ってくれ、車から降りても手で合
図をしながら私が駐車場の門をくぐるまで、ずっ
と見届けてくれました。それに何度も何度も頭を
下げてくれたのです。学校はどこですかと聞くと
東陽中学校ということでした。（以下、略）
年末に学校に届いた二つのうれしいお話でし
た。
<４>

駅伝部、活躍しました

日

【田辺・西牟婁中学校駅伝競走大会：12月20日】
◎男子駅伝の部
第２位 東陽中学校
１区 能城 匡志（区間１位）
２区 山田 哲也（区間２位）
３区 畑山 悠樹（区間２位）
４区 山本 涼介（区間２位）
５区 加藤 陽輝（区間１位）
６区 杉田幸太郎（区間２位）
◎女子駅伝の部
第２位 東陽中学校
１区 天野 美生（区間１位）
２区 堺
千夏（区間２位）
３区 山本 千聖（区間３位）
４区 舩山 藍子（区間２位）
５区 山本 裕香
◎男子マラソンの部
１位：重石卓哉 ２位：生駒成司朗
３位：根岸大悟 ６位：豊嶋悠斗
◎女子マラソンの部
３位：舩山響子 ４位：保田葵

午後１時30分～午後３時
場 所：東部公民館大集会室

【紀南中学校新人駅伝競走大会：１月１８日】
◎男子駅伝の部
第４位 東陽中学校
１区 山本 涼介
２区 生駒成司朗（区間３位）
３区 山田 哲也
４区 根岸 大悟（区間１位）
５区 重石 卓哉
◎女子駅伝の部
１区 天野
２区 舩山
３区 山本
４区 保田
５区 山本

第３位 東陽中学校
美生（区間３位）
響子
裕香
葵
千聖（区間２位）

※夏休みから、全校で取り組んだ今年度の駅伝部
の活動が終わりました。男女とも近畿大会出場、
郡駅伝と紀南新人駅伝で、男女とも入賞という成
果を出してくれました。来年度の駅伝部の活躍も
楽しみにしています。お疲れ様でした。

時：２月７日（土）

講

師：今西 武

先生

＜講師プロフィール＞
和歌山大学防災研究教育セ
ンター客員教授・マーケティ
ングプランナー
和歌山大学防災研究教育セ
ンターにおいて、公共マーケ
ティングの手法を用い、防災
教育プログラム・防災啓発プ
ログラム・防災グッズの開発を手がけていま
す。また、開発したプログラムや防災グッズを
用い、学校や地域の自主防災組織などに対する
支援活動を幅広く行っています。

共

催：東部公民館、南部公民館
南部センター
申込み：不要・入場無料
＜内 容＞
・防災時に役立つお話し
・ダンボールを使った避難所でのパーティ
ション作り
・ペール缶での火付け体験など
問合せ：東部・南部公民館事務局
（℡：25-0360）

東部・南部・ひがし公民館

３館ソフトバレーボール親善交流大会の開催
日

時：２月22日（日）
（受付）午前８時30分～
（開会）午前９時～
場 所：東部小学校体育館
対 象：東部・南部・ひがし公民館区在住の
一般男女（学生を除く）
試 合：３セットマッチ、11点のラリーポイン
ト制 原則としてリーグ戦形式
＜競技部門＞
①女子の部（年齢制限は設けません）
②男女混合の部（男子の出場は２名まで）

※①は参加チーム数によっては開催しない場合
があります。また①、②ともに、１チームの
登録人数は６名以内とします。
申込み：申込用紙に必要事項を記入の上、東部
公民館、またはひがし公民館へ申込み
ください。
※申込用紙は公民館においています。また、東
部公民館ホームページからも、ダウンロード
できます。
締切り：２月13日（金）
問合せ：東部公民館（℡・FAX：25-0360）

東部公民館

ウォークラリーの開催
日

時：２月28日（土）
（受付）午前８時45分～
（開会）午前９時～
集合場所：東部公民館
内 容：グループで地域のポイント（神楽神社
など）を歩いてまわります。ポイント
には地域にまつわるクイズがあり、そ
のクイズの正答率と、まわり終えた時
間と設定した時間との誤差で順位を競
います。

申込み：２名～５名のグループで申込みくださ
い。グループには、大人の方が１名以
上入ってください。
※中学生だけのグループも可
賞 品：参加賞を含め、豪華景品を用意してい
ます。
申込み締切り：２月20日（金）
＜申込み・問合せ＞
東部公民館（℡:25-0360）
<１>

入選・佳作作品展示会
展示期間：２月７日（土）～15日（日）
午前９時30分～午後７時30分
※８日、11日、15日は午後６時まで
※９日は休館日
会場：田辺市文化交流センター たなべる
（田辺市東陽31-1）
※田辺第二小学校６年生の作品も
展示されています。
主催：和歌山県選挙管理委員会
共催：田辺市選挙管理委員会

み みずみ つお

<２>

平成26年度明るい選挙啓発ポスター

すき

時：２月15日（日）午前10時～
所：神子浜町内会館
（田辺市神子浜1-19-15、℡:25-2153）
ビデオ：「もっと素敵にハーモニー」
内 容：仕事一筋の夫、子ども・家事のことは
妻にまかせっきり、いつしか家族の不
満がつのる。ある日、夫のお父さんが
怪我をして介護を仕方なくすように
なった夫、これをきっかけにいろいろ
なことがこの一家をどのように変えて
いくのか・・・
問合せ：田辺市人権推進課内 人権擁護連盟事
務局（℡:26-9912）

だい

日
場

だいちが

ビデオを観て「おしゃべりしませんか」

ぼくは
すきだ

＜一時避難場所＞
神子浜：田辺高校正門、旧あゆみ保育所跡地
神楽神社裏山の高台、第二小学校屋上
東山：東山町内会館、オークワ駐車場
文里：文里一丁目高台、文里二丁目高台
上浜田：オークワ駐車場
神田:立正幼稚園前高台、第二小学校屋上
東本町:オークワ駐車場、第二小学校屋上
末広：オークワ駐車場、第二小学校屋上
扇ヶ浜:オークワ駐車場、第二小学校屋上
磯間：日吉神社、覚照寺の裏山高台
第二小学校屋上
新屋敷町:オークワ駐車場、第二小学校屋上
ファミールヴィラ自治会：敷地内プレイロット

田辺第二小学校

すき なので
おう ちにし て
おふとんにし

所持用品：緊急非常持ち出し袋等を持って避難
してください。

平成２７年２月２日

ようふくにし

その他、詳しくは東部公民館（℡:25-0360）ま
で問合せください。

実施日：２月６日(金)午前９時30分～
※防災放送
５日(木)午後６時30分～（訓練の予告放送）
６日(金)午前９時20分～
(訓練開始合図の放送）
午前９時30分～
（大津波警報３秒が３回と防災放送）
※放送と同時に徒歩にて、一時避難場所へい
ち早く避難してください。
※徒歩で避難できない方を、車等に乗車させ
一時避難場所へ避難させてください。

第４２９号

ごは んにし て
あそ んで
いき る！

スポーツ推進員とは
地域のスポーツ振興のため、
各種の活動を行う。
＜活動＞
・田辺市スポーツ推進委員協議会の会議への出
席（年間３回程度）
・田辺市スポーツ推進委員協議会主管事業の運
営【市民体育祭、市民スポーツ・レクリエー
ション祭（ファミリーバドミントン、ビーチ
ボールバレー）、市民なわとび大会】
・各種スポーツ行事への協力
・紀の国わかやま国体、紀の国わかやま大会へ
の運営ボランティア協力（平成27年度）等々
＜任期＞２年（Ｈ27.4.1～Ｈ29.3.31）
＜募集人員＞２名

田辺市町内会南部ブロックでは、東海・東南
海・南海３連動型巨大地震が発生し、大津波が
田辺湾に押し寄せたとの想定で、以下のとおり
避難訓練を行います。防災放送の案内と同時
に、徒歩で各町内会の一時避難場所へ避難して
ください。

だいすき

生涯学習(人権)推進員とは
田辺市における生涯学習社会の構築に向け
て、広く市民の人権意識の高揚に努め、人とし
て豊かさや幸せが実感できる地域づくりを推進
する。
＜職務＞
館長、主事、公民館職員と連携し、学習活動
の企画立案に参画するとともに、地域での研修
会や学習会における助言及びその推進に努め
る。その他、人権学習の推進に必要な活動に努
める。
＜任期＞２年（Ｈ27.4.1～Ｈ29.3.31）
＜募集人員＞３名

「大津波避難訓練」のご案内

あんまり
だいちを
だいちを
て
だいちを
て
だいちを
だいちと
だいちと

田辺市町内会南部ブロック合同防災訓練

田辺市生涯学習(人権)推進員
田辺市スポーツ推進員の募集

ん？
「だ い ち」っ て 「ち き ゅ
う」だよ な
つまり ぼくは

ちきゅうが
だ！

東部公民館区

学校だより

本年度もあと２ヶ月

２月の行事予定

「あけましておめでとうございます」と言っているう
ちにあっという間に２月に入りました。月日の流れる
速さに驚くばかりです。今日現在，授業日数は残り
３６日（６年生は３５日）となりました。
２月中にも各学年で様々な行事や活動が予定されて
います。また，学年末に向けて学習の総仕上げをしっ
かりやりたいと思います。子どもたちが一日一日を健
康で有意義に過ごせるよう，ご家庭でも応援をお願い
いたします。

２日（月）明るい笑顔街いっぱい運動 学びタイム
３日（火）校長訓話 豆まき集会（１･２年） 委員会･代表委
員会 ALT授業 市立図書館へ（３年）
４日（水）漢字･計算 豆まき三校交流会 広報部会
東陽中学校入学保護者説明会
５日（木）フッ化物洗口 テレビ放送 ベルマーク整理
６日（金）全校読書 町内会南部ブロック合同防災訓練
なかよしサッカー大会 明日へのかけ橋フォーラム
７日（土）ふれあい文化祭① 書初会中央展①（橋本市）
人権を考えるつどい
８日（日）子どもクラブ駅伝(大塔) ふれあい文化祭②
書初会中央展②
９日（月）学びタイム
１０日（火）音楽集会(低)･体育集会(高) スクールカウンセ
ラー来校 クラブ活動（３年見学） 東部補導委員会
１１日
１１日（水）建国記念の
建国記念の日
１２日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
１３日（金）全校読書
１４日（土）県科学作品展示会①（日高川町） 書初め金賞
展①（白浜）
１５日（日）県科学作品展示会② 書初め金賞展②（白浜）
１６日（月）学びタイム
１７日（火）音楽集会(高)･体育集会(低)
１８日（水）漢字･計算 職員会議
１９日（木）フッ化物洗口 テレビ放送
２０日（金）朝掃除 国語教育研修会※
２２日（日）育友会文化部親子料理教室
２３日（月）学びタイム
２４日（火）縦割り班活動 スクールカウンセラー来校
低学年参観日
２５日（水）漢字･計算 なかよし参観日
２６日（木）フッ化物洗口 ALT授業 立正幼稚園との交流会
中高学年参観日
２７日（金)全校読書 なかよしお別れ遠足（白浜）
新入児物品販売
※先月に続いて，筑波大学附属小学校の白石範孝先生
をお招きし，国語科の指導法を中心に研修します。市
内を中心に，他校の先生方も来校されます。

育友会ソフトバレーボール大会
育友会体育部主催のソフトバレーボール大会が１月
１８日（日）に行われました。３学期が始まった１月
８日より連日，本校体育館を使用して地区ごとに練習
が行われてきました。
今年度は育友会から２２チーム，職員から２チーム
の参加がありました。笑い声一杯の和気あいあいとし
た雰囲気の中で試合が進みました。また好プレーや珍
プレーには大きな歓声があがりました。
決勝戦は，神子浜Ｆチームと神子浜Ｅチームという
神子浜同士の対戦となりました。神子浜地区のみなさ
んはどちらのチームを応援しようか迷われたのではな
いでしょうか。強打が飛び交うお互い一歩も譲らない
戦いとなりましたが，接戦を制したのはＦチームでし
た。おめでとうございます。３位は，連合（神田･湊
東部）チーム，磯間Ａチーム
神田チームでした。育友会員
の親睦が図れた半日になった
ことと思います。
選手の皆様方，寒い中朝早
くから大会を運営して下さっ
た役員の皆様方，本当にお疲
れ様でした。

工事も大詰めです
１月の末から運動場が使えなくなっています。
現在，運動場中央部分の電気設備工事とスプリンク
ラーの設置工事をしていますが，間もなく最後の仕上
げの全体整備工事に移ります。いよいよ工事も大詰め
です。きれいに整備された運動場が使えるようになる
日が近づいてきました。それまでのもう少しの間，大
休憩や昼休みを安全で楽しく過ごしたいものです。
なお，整備工事が完了しましたら運動場に芝生を張
ります。今のところ３月１０日（雨天の場合は１１
日）を予定しています。児童と職員が中心となって作
業を行いますが，保護者の皆様もぜひご協力をいただ
きたいと存じます。後日改めてご案内を差し上げま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

（予定の追加や変更は,各学年から連絡があります。）

保護者の皆様にお願い
以前にもお願いしましたが，自動車でお子様を送っ
て来られる際は，正門から駐車場までお入り下さい。
道路での停車は，他の児童の登校や中高生の自転車通
学の支障となっている場合があります。お子様の健康
のためにも徒歩通学を奨励したいと思います。おうち
のご都合もあろうかと思いますが，ご協力よろしくお
願いいたします。
<３>

