
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われます。そして朝夕はめっきり涼しくなってきました。 

しかし日中はまだまだ残暑が厳しい毎日です。そんな中ではありますが、子どもたちは 

２学期の始まりと同時に運動会の練習に一生懸命励んでいるところです。そして、いよ 

いよ本番も近づいて参りました。今年は紀の国わかやま国体の関係で運動会の開催日程 

が少し早くなっています。その上、台風の接近や雨の日があったりして、練習が予定通 

りに進んでいないところもあります。しかし、子どもたちは、ご家族や地域の方々に最 

高の演技を披露しようと、限られた日数の中で頑張って練習しています。運動会当日は、そんな子どもたちの

姿を是非ご覧いただき、あたたかい声援を送ってくださいますようよろしくお願いいたします。 

 さて、運動会の練習が続く毎日ですが、子どもたちの生活習慣はどうでしょうか？疲れを早くとるためには、

規則正しい生活習慣が必要です。生活習慣の基本は「早寝・早起き・朝ごはん」です。まずは、早く起きられ

るように、夜は早く休ませたいですね。そして、朝ごはんをしっかり食べさせて登校させてください。朝ごは

んは一日のエネルギー源であり、脳を活性化させてくれます。 

「勉強の秋！運動の秋！芸術の秋！……」と言われる２学期。行事の多い学期ですが、充実した学期にした

いものです。ご家庭でのご協力もお願いします。 

 

夏休み校内作品展より 

 

本校体育館を会場にして２日間開催 

いたしました。子どもたちの夏休みの 

力作を約２００名の方々にご覧いただ 

きました。参観に来られた方々の様子 

を見ると、ご夫婦で来られたり、お子 

さんと一緒に来られたりしていました。 

また、おじいちゃん、おばあちゃん方 

もたくさん来てくださいました。多く 

の保護者の皆様にご参観いただき本当に

ありがとうございました。また、アンケー

トにも答えていただき、ありがとうござい

ました。 

＜アンケートより＞ 

○どの作品も素晴らしかったです。今 

年は低学年の子どもたちの研究も多 

かったように思います。研究題材のヒ 

ラメキがすごいと思いました。 

○みんなすごいですね。 

来年はもっとすごいのを楽しみにし 

ています。 

 

― 校内陸上競技記録会 ― 

 

◇１０月６日（火）［予備日：７日（水）］ 

  ９：３０開始 ＊５・６年生が対象です 

※一人２種目に参加します。 

 ・１００ｍ（全員） 

 ・８０ｍハードル、１０００ｍ、走り幅跳び、 

走り高跳び、ボール投げ から１種目 

 

― １０月の授業参観日 ― 

 

◇期 日 １０月１６日（金） 

◇時 間 授業…１３：５５～１４：４０  

学級懇談…授業終了後 

※１０月の参観日は、各学年学級とも人権に関する授業を予

定しています。詳しいご案内は、後日配布いたします。 

 

― 秋の遠足 ― 

 

◇１ ２ ３年生 １０月２３日（金）予備日２６日(月) 

◇４年生        １１月 ６日（金）雨天決行 

◇５ ６年生   １１月 ５日（木）予備日６日（金） 

 ※行き先等詳しくは後日お知らせいたします。予備日を含 

めてお弁当が必要になります。ご予定く 

ださい。４年生は社会見学を兼ねてバス 

で行きますので、雨でも実施します。予 

備日はありません。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校だより 

平成２７年９月号 №261 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ                  公民館長 吹揚克之 

彼岸近くなると野や田畑の畔に赤い花が咲く。学名ヒガンバナ、別名マンジュシャゲ(曼珠沙華)、ユウレイバ

ナ(幽霊花)の俗名もある。ききんなど食料難の時には、この花の球根をオロシガネで擦り、水に浸し、さらして、

乾燥させ、ダンゴにして食べたと、聞く。若い人には分からない時代の話。秋空の下、小、中学校の運動会もは

や終わった。収穫の秋、おいしいものを食べて英気を養いましよう。 

●紀勢高速自動車道完成(8 月 30 日午後 3 時全線開通) 

9月26日から第70回国民体育和歌山大会(紀の国わかやま国体)が開催します。

それに合わせて紀勢高速自動車道、田辺すさみ町間38kmの建設が8月 30日に、

そして、田辺駅前、県道田辺白浜間の 500m が 9月上旬に完成しました。あとは

県民のおもてなしの心を期待するところ大ということになります。 

●4 町趣味作品展示会(10 月 24～25 日予定)                    【【【【白白白白いヒガンバナいヒガンバナいヒガンバナいヒガンバナ】】】】 

 趣味の作品展は、昨年は田辺東部小学校が耐震工事中のこともあって、ふれあい祭りと分離して実施しました。

開催後の反省会で、反省点はあるものの、分離して実施する方が展示場をゆったり使えてよかった、準備も無理

なくできてよかったとの声がありました。それで今年も分離して実施すること

になりました。どうかご理解とご協力をお願いします。 

●ふれあい秋まつり実行委員会(9月 10 日開催) 

 第 9回ふれあい祭りは 11 月 15 日に実施します。実行委員会を開き、今年の

実施要項を話しあいました。まだ確定的ではないのですが、市教委方針の学社

融合(学校と地域の連携)の考えを一歩進めてはとの意見がありました。それで

大筋は変わりませんが、若干変わるかもしれません。次号で報告します。      【【【【5555 年生年生年生年生のののの綱引綱引綱引綱引きききき】】】】 

●田辺東部小学校、第 37回運動会開催(9 月 20 日実施) 

 白雲ひとつない青い空の下、353 人の児童が終日競技に熱中しました。日中やや気温が高くなりましたが、児

童用のテントが 8 張りあり、爽やかに待機、観戦できたのではないでしょうか。徒競走に始まり、高学年の組体

操で終わりました。1 年生の青玉、赤玉ころがしは楽しく観覧、組体操も見事な出来栄えでした。 

●チリ地震の津波警報音(9 月 18 日午前 3 時) 

 真夜中に警報音。津波注意報、南米のチリで地震発生です。昭和 30 年代にもチリ地震がありました。その地震

の時の津波は新庄町の民家の軒下まで来たといいます。製材用の材木が散乱し、内之浦では当時養殖していた真

珠貝、イカダに大きな被害が出ました。「海へ遊びに行った時は、波を背にするな」との格言があります。万一に

備えての訓えです。 

●第 2回田辺公民館長会(但し旧市内 9月 19 日開催) 

 今年、館長会発足。生涯学習課と館長が話し合うことになりました。今回は予算と活動の話でした。 
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ひがし地区 人口および世帯数（8月末現在） 

人  口 6,415 人 2,925 世帯 
 

（男 性） 3,022 人 
 

（女 性） 3,393 人 

 



 

 

ひがし公民館では、１０月２４日（土）、２５日（日）に恒例の「趣味の作品展」を 

開催します。日頃の文化活動や家庭での趣味の作品など、是非この機会にご披露ください。 

多くの出展をお待ちしております。 

○日 程 １０月２４日（土）午前９時～午後８時３０分 

１０月２５日（日）午前９時～午後４時 

○場 所 ひがしコミュニティセンター １階 大集会室 

○内 容 文化作品の展示（例：カゴ アクセサリー 花 人形 セーター類（洋服）置き物 等） 

○締 切 １０月１６日（金）午後５時までにひがし公民館(℡22-2088)へお申込みください。 

 

 

 

 

１０月から、各世帯に簡易書留郵便で、ご家族一人ひとりの 12 桁の個人番号が記載された「通知カード」 

が送られてきます。 

平成２８年１月から、様々な手続で必要になりますので、 

捨てたり、失くしたりしないようご注意ください。 

【お問合せ先】 

マイナンバーコールセンター 0570（20）0178 

【市担当課】 

田辺市役所情報政策課 (22)  9917（直通） 

  

 

 

 

■主  催： 田辺市・田辺市教育委員会 

■主  管： 田辺市美術展覧会運営委員会 

■会  期： 第１期・10月９日(金)～10月11日(日)  

洋画･写真･陶芸･日本画･工芸 

第２期・10月16日(金)～10月18日(日) 

 書・彫塑・生花 

■開催時間： 午前９時から午後７時まで（各期最終日は午後５時まで） 

■開催場所： 紀南文化会館（小ホール・研修室・展示ホール）※第１、２期共通 
 

 

 

 田辺市勤労青少年ホームでは、働く青年の交流の場、教養の場として気軽に、楽しくご利用いただけるよ

う各種教室・サークルを開設しております。ついては、料理教室生を募集しておりますので、参加御希望の

方は、お気軽に下記までお電話ください。 

 

教 室 講 師 定 員 場 所 開催日時 備 考 

料理教室 榎本 慶子 ２０名 

市民総合センター 

２階料理実習室 

第２・４土曜日 

18時30分～ 

要材料費 

 

【申込み・お問合せ先】 

 田辺市生涯学習課公民館係 TEL ２６－４９２５ FAX ２５－６０２９ 

平成平成平成平成 27272727 年年年年 10101010 月からマイナンバー制度が始まり月からマイナンバー制度が始まり月からマイナンバー制度が始まり月からマイナンバー制度が始まりますますますます    

田辺市合併１０周年記念田辺市合併１０周年記念田辺市合併１０周年記念田辺市合併１０周年記念    第６２回田辺市美術展覧会第６２回田辺市美術展覧会第６２回田辺市美術展覧会第６２回田辺市美術展覧会    

ひがし公民館ひがし公民館ひがし公民館ひがし公民館    趣味の作品展開催！趣味の作品展開催！趣味の作品展開催！趣味の作品展開催！    

田辺市勤労青少年ホーム田辺市勤労青少年ホーム田辺市勤労青少年ホーム田辺市勤労青少年ホーム    料理教室生徒募集料理教室生徒募集料理教室生徒募集料理教室生徒募集    

 

 

 

 

 
今年も猛暑と台風に悩まされた夏休みでしたが、本校では大きな事故もなく無事、二学期を迎えることが

できました。夏休み期間中、保護者や地域の皆様方には子どもたちを見守っていただき本当にありがとうご

ざいました。 

 夏休みを振り返ると、例年以上に、部活動で大きな成果がありました。たくさんのクラブが県大会へ出場

しました。そして陸上女子４百Ｍリレーが県で優勝し見事全国大会出場を果たし、北海道の大地で持てる力

を十二分に発揮してくれました。各大会を通じて惜しくも敗れたクラブも精一杯の頑張りを見せてくれまし

た。また文化面でも絵画や作文で受賞するなど、文武両道の活躍ぶりでした。（後に掲載） 

 さて、いよいよ二学期です。今秋は「紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会」が開催されます。１０

月２日には全校生徒が軟式野球の見学応援に行く予定です。県民一人ひとりが力を合わせ、国体を成功させ

ましょう。また、その関係で体育大会も二週間後の実施です。期間は短いですが３年生を中心に最高の体育

大会を創り上げましょう。 

 校舎の解体工事等で落ち着かない状況が続きますが、授業や家庭学習、学校行事、部活動や生徒会活動な

ど学校生活のあらゆる場面で、そして３年生は進路決定に向けて、皆さん一人ひとりが自分の目標を達成で

きるよう、一日一日を大切に過ごしてください。 

 保護者や地域の皆様、旧棟の解体および耐震工事が本年度いっぱい続きます。ご心配をおかけいたします

が、日々の教育活動に影響が出ないよう精一杯の努力をいたします。どうか二学期も本校の教育活動にご理

解ご協力そしてご参加のほどよろしくお願い申し上げます。                                                   
祝日祝日祝日祝日のののの由来由来由来由来をををを考考考考えるえるえるえる 

 今年の９月は５月のＧＷにも匹敵するほど連休が続きますが、子どもたちは、その「祝日の由来」を知っ

ているでしょうか。ハッピーマンデー制度ができて以来、社会全体が、本来の祝日の由来を考えることを忘

れ、家族旅行等企画のための「連休」の意識しか持たなくなってしまっているような気がします。 

  しかし、祝日には、その制定の由来があります。「敬老の日」。「多年にわたり社会に尽くしてきた老人

を敬愛し、長寿を祝う」。昭和３８年、「老人の日」として制定された９月１５日が、昭和４１年、国民の

祝日になりました。今でこそ「高齢化」の社会構造を誰もが意識するようになりましたが、当時の人口構成

を考えた時、誰がそこに心を配ったのか、高齢化社会の先取りとして高評価されるべき祝日です。“敬老”

の精神が“軽老”の風潮になっていないかと嘆く声も聞かれます。 

「秋分の日」。「祖先を敬い、亡くなった人を偲ぶ」。祖先の墓参りをする家庭も多いはずです。「春分の

日」とともに、前後三日間を含む一週間を「彼岸」ということを子どもたちは知っているでしょうか。時候

の挨拶などで、「暑さ寒さも彼岸まで」と用いられることもよくあります。 

 国民の祝日。そこには、子どもたちに伝えたい日本の伝統文化や日本人の思いがあります。祝日の前には、

子どもたちとしっかりその意味を考え、人々の願いに思いを馳せたいものです。 

                                            学校長 阪本 博只 

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    和歌山県中学校総合体育大会結果和歌山県中学校総合体育大会結果和歌山県中学校総合体育大会結果和歌山県中学校総合体育大会結果                                    

ソフトボールソフトボールソフトボールソフトボール部部部部 ３位 １回戦不戦勝 ２回戦 5-1 岩出 

準決勝 1－3 和歌山東 

女子剣道部女子剣道部女子剣道部女子剣道部  ３位 予選リーグ１位 

決勝トーナメント２回戦敗退 

男子男子男子男子剣道部剣道部剣道部剣道部  予選リーグ敗退 

女子テニス部女子テニス部女子テニス部女子テニス部 団体１回戦敗戦 

男子バスケ部男子バスケ部男子バスケ部男子バスケ部 １回戦敗戦 

女子バスケ部女子バスケ部女子バスケ部女子バスケ部 １回戦敗戦 

陸上部陸上部陸上部陸上部    女子総合優勝 

＜近畿大会＜近畿大会＜近畿大会＜近畿大会出場出場出場出場＞＞＞＞    

共通 100ｍ✕4R 1 位 山根・大平・大峰・舩山 

100mH 1 位 大平結衣 2 位 舩山朱里  100m １位 山根亜伽莉  

四種競技 ２位 鈴木英昌   走高跳 ３位 晄眞空 

 

＜全国大会＜全国大会＜全国大会＜全国大会出場出場出場出場((((北海道北海道北海道北海道))))＞＞＞＞    

女子共通 100ｍ ✕ 4R   

山根・大平・大峰・舩山・寺本・小田 

高雄中学校・学校だより 

第５号 平成２７年９月２日より 


