
 

 

 

１１月１５日(日)に開催した「ひがしふれあい秋祭り」には、多くの保護者の皆様や地域の方々にご来校い

ただきました。前日の雨で少し心配しましたが、秋まつり当日は秋晴れのもと、多くの皆様をお迎えして実施

することができました。本当にありがとうございました。 

本年度で８回目を迎え、今回も公民館・町内会・子ど 

もクラブ・とうぶのおやじ会・育友会・学校で実行委員 

会を組織して、企画・運営に当たりました。午前中は授 

業参観を行いました。そしてクラスで楽しくお弁当を食 

べました。午後からは、実行委員会からいただいたお楽 

しみ券を使ってジュースを飲んだり、ゲームを楽しんだ 

りしました。また、オープニングイベントやコミセンス 

テージも鑑賞しました。フィナーレの「もちまき」は、低学年の部と高学年の部に分けて行いました。一般は

サブグランドに集い、大盛況の賑わいでした。これからもこの活動が当地域の代表的な秋の催しとなるように

継承・発展していくことを願っています。今後ともご理解ご協力よろしくお願いします。 

最後になりましたが、職員で担当しましたリサイクルバザーには多くの皆様から物品の提供をいただきまし

てありがとうございました。売上金は「ひがしふれあい秋祭り実行委員会」に寄付させていただきます。 

 
    

－－－－校内持久走記録会校内持久走記録会校内持久走記録会校内持久走記録会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ－－－－    

 
◇期 日 １２月１０日（木）予備日…１１日（金） 
◇日 程 

３．４年の部 ４年生男女スタート   ８：４５ 
        ３年生男女スタート   ９：０５ 
 １．２年の部 １年生女子スタート   ９：４０ 
        １年生男子スタート   ９：５０ 
        ２年生女子スタート  １０：００ 
        ２年生男子スタート  １０：１５ 
 ５．６年の部 ５．６年女子スタート １１：００ 
        ５．６年男子スタート １１：２５ 

＊詳しいお知らせは後日配布いたします。 

－－－－各各各各コンクールコンクールコンクールコンクール入選入選入選入選のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ－－－－    

☆県美術展出品  

 11 月 21 日(土)22 日(日)9 時～16 時 中辺路小学

校体育館 
杉原 栞菜(１年) 小川 万智(６年) 

☆紀南ユネスコ絵画展   
 11 月 28 日(土)29 日(日)10 時～16 時  

市民総合センター４Ｆ 
優秀賞 寺前 聡紀(２年) 渡瀬 倫菜(６年) 
出品した作品はすべて展示されています。 

☆読書感想文コンクール 
 準特選 大門 明日香(５年) 
☆第１回和歌山ジュニア美術展覧会「書」の部門 
 12 月 2 日(水)～6 日(日)9 時 30 分～17 時  

和歌山近代美術館 
 入選 線崎 充輝(３年) 内芝 明日香(４年)  

福本 芽生(６年) 
☆愛鳥週間ポスター 
 佳作 中川 正康(５年) 
☆ＭＯＡ美術館田辺児童作品展 
 入選 竹下 叶晃(２年) 木下 紅葉(２年)  

柳田 尚生(２年)  寺前 聡紀(２年)  
☆明るい選挙啓発ポスター 
 入選  田中 雅治(６年) 田中 虎太郎(６年) 
 佳作  岩﨑 舞(６年) 上村 ひなた(６年)  

坂下 夕海(６年) 中渡瀬 ちなつ(６年)  
小川 万智(６年) 

－－－－郡陸上競技大会郡陸上競技大会郡陸上競技大会郡陸上競技大会－－－－    

去る１０月３１日(土)、第５１回田辺・西牟婁小学校陸上競技大会が田辺スポーツパーク陸上競技場で開催

されました。田辺・西牟婁の４５小学校、約１４００名の児童が集う盛大なものとなり、本校からは７０名(５・

６年生)が参加して自分の記録に挑戦しました。子どもたちは、練習および大会を通して多くのことを学んでく

れたと思います。また、最後までベストを尽くして取り組んだことが大変すばらしかったと思います。 
本年度の大会で入賞したみなさんを紹介します。 

 男子６０ｍ     １位 小幡 大陽  （８秒４５） 
 男子走り高跳び   ５位 三川 士憧  （１ｍ２８ｃｍ） 
 女子８０ｍハードル ３位 坂下 夕海  （１５秒０３） 
           ４位 上村 ひなた（１５秒６２） 
           ５位 渡瀬 倫菜  （１６秒０４） 
 男子４００ｍリレー ４位 小淵 浩平 小幡 大陽 西野 桜之介 松田 千空（５６秒５０） 
 女子４００ｍリレー ６位 上村 ひなた 中平 陽菜 堂面 咲衣  坂下 夕海（６１秒６５） 

    

－－－－校内音楽会校内音楽会校内音楽会校内音楽会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ－－－－    

    

◇日 時：１１月２７日（金）１３：３０～１４：４５ 
◇学 年：３～６年生 
◇場 所：田辺東部小学校体育館 
 
＊プログラム等、詳しいお知ら 
せは後日配布します。多くの 
方々のご来校をお待ちしてい 
ます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校だより 
平成２７年１１月号 №263 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ                  公民館長 吹揚克之 

第 8 回ひがしふれあい秋祭りは、町内会役員さんをはじめ、学校の先生方、地域の皆様方のご理解とご協力で

盛大に実施することができました。心からお礼を申し上げます。 

ところで 12 月 13 日は「ふくぎ正月」と言います。古くはこの日は正月の準備をする日です。山へ行ってウバ

メガシを切ってきて、軒下に積み、乾燥させ、正月用の炊き木にします。これを 12 月 31 日に世継ぎの木として、

種火を 1 日に継ぎます。元日の朝、若水で雑煮を炊く火に使います。バベの小枝を乾燥させて焚くと、ぱちぱち

と音がするので景気がよいとのことで、バベで沸かした茶を「ふく茶」と言って喜ばれます。これは当地方の農

家の「ならわし」であったそうです。向寒のおり、どなた様も体調管理に充分お気をつけください。 

●「第 8 回ひがしふれあい秋祭り」(11 月 15 日実施)  ―コミセン館内に写真掲示― 

夜中に雨が激しく降り心配したものの、早朝には晴れ、上々の日和であった。学童は元気よく、ミコシを担ぎ練

り歩き、獅子を舞わし、踊って祭りのムードを高めてくれました。6 年生の地域学習（語り部）も力作であった。

各サークルは活動を粛々と発表していた。（活動の一部を写真で紹介します。） 

 

 

 

 

 

 

 

      【【【【低低低低学年学年学年学年    獅子舞獅子舞獅子舞獅子舞】】】】                            【【【【低低低低学年学年学年学年    おおおお店屋店屋店屋店屋さんさんさんさん】】】】                    【【【【６６６６年生年生年生年生    地域学習地域学習地域学習地域学習発表発表発表発表（（（（語語語語りりりり部部部部））））】】】】    

 

 

 

 

 

 

 

      【【【【よさこいよさこいよさこいよさこい演舞演舞演舞演舞】】】】                                    【【【【コーラスコーラスコーラスコーラス発表発表発表発表】】】】                                        【【【【大正琴演奏大正琴演奏大正琴演奏大正琴演奏】】】】    

●近畿公民館京都大会(11 月 19 日～20 日実施) 

テーマは「公民館活動の活性化が地域の明日をつなぐ」。1 日目於京都市堀川。分科会、「高齢者の生きがいと公

民館活動」。2 日目於長岡京市。全体会、オーブニング演出、表彰。記念講演「京の食文化～私のこだわり」。講

師 瓢亭十四代当主 髙橋英一氏であった。 

平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年１２１２１２１２月号月号月号月号    （（（（２０１２０１２０１２０１５５５５年年年年））））                                                        公民館公民館公民館公民館たよりたよりたよりたより 
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ひがし地区 人口および世帯数（10 月末現在） 

人  口 6,387 人 2,916 世帯 
 

（男 性） 3,004 人 
 

（女 性） 3,383 人 

 



 

 

ひがし公民館では、恒例の「新春みんなで走ろう会・歩こう会」を開催します。タイムを競うのではなく、

無理しないで自分のペースでゴールを目指すことができます。皆さまのご参加をお待ちしています。 

   

■日 時 平成２８年１月３日（日）午前９時受付 受付終了後に競技開始 

       ※雨天の場合は、室内でペタンクとお楽しみ抽選会になります。 

  ■場 所 ひがしコミュニティセンター（受付）及び東部小学校グラウンド 

  ■入 賞 部門別に事前に設定したタイムに近いタイムでゴールされた方を入賞とします。 

       ○小学１年生～３年生の部 ○４年生～６年生の部 ○中学生・一般の部 

       ※タイムは申告ではなくあらかじめこちらで設定させていただきます。 

  ■その他 大会終了後、大集会室で、お楽しみ抽選会（ビンゴゲーム）を予定しています。 

       ※運動後に行いますので着替えの必要な方はご準備ください。 

お問合せ ひがし公民館（�２２－２０８８）。 

 

 

 

ひがし公民館では、グラウンドゴルフ大会を１２月と１月に２回に分けて開催します。グラウンドゴル

フは誰でも楽しむことができ、初めての方でも手軽に楽しめるスポーツです。この機会にチャレンジして

みませんか。          ■日 時 

【１２月大会】 

平成２７年１２月１２日(土) 午前８時４５分受付 ９時開始 

                【１月新春大会】 

平成２８年１月９日（土）午前８時４５分受付 ９時開始  

■場 所 田辺東部小学校 グラウンド ※雨天の場合中止 

■参加費 各大会３００円（飲み物、抽選会） 

■賞 品 成績上位の者、抽選会 

■申込先 ひがし公民館（�２２－２０８８ ）へお申し込みください。 

■締切り １２１２１２１２月大会月大会月大会月大会：：：：１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（火火火火））））    １１１１月新春大会月新春大会月新春大会月新春大会：：：：１２１２１２１２月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（月月月月））））    

■その他 道具は公民館でも準備します。個人でお持ちの方はご持参ください。 

 

 

ひがしコミュニティセンターは年末年始の期間（平成２７年１２月２９日から平成２８年１月３日）は休

館となります。それに伴い、リサイクルボックス（古紙回収ステーション）の利用もできませんので、あら

かじめご了承ください。 

 空気が乾燥していて火災の多い季節です。隣に学校もあり、出火の原因と 

なる恐れがあり危険ですので絶対に古紙などをボックス前に置いて帰らない 

でください。ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いします。 

 

    休休休休    館館館館    期期期期    間間間間    １２月２９日～１月３日１２月２９日～１月３日１２月２９日～１月３日１２月２９日～１月３日        

    

ひがし公民館グラウンドゴルフ大会の開催についてひがし公民館グラウンドゴルフ大会の開催についてひがし公民館グラウンドゴルフ大会の開催についてひがし公民館グラウンドゴルフ大会の開催について    

ひがしコミュニティセンターひがしコミュニティセンターひがしコミュニティセンターひがしコミュニティセンター    年末年始の休館について年末年始の休館について年末年始の休館について年末年始の休館について    

第第第第 27272727 回回回回    新春みんなで走ろう会・歩こう会新春みんなで走ろう会・歩こう会新春みんなで走ろう会・歩こう会新春みんなで走ろう会・歩こう会    

  

 

 

 

  県大会県大会県大会県大会、、、、がんばりましたがんばりましたがんばりましたがんばりました！！！！    

 １１月６日に開催された県中体連新人大会では、女子バスケットボール部は１回戦、湯浅中に勝ち、２回戦で

貴志川中に惜敗しましたがベスト８に入りました。卓球部は男子卓球団体に出場し、保田中、城南中との予選リ

ーグ１位通過で決勝トーナメントに進出しました。決勝トーナメントでは、西和中に敗れましたが、ベスト８に

入りました。１１月１５日に紀美野町で行われた県中学校駅伝競走大会では、女子駅伝部は参加４５校中８位、

男子駅伝部は参加４７校中７位に入賞しました。１０月の郡新人大会で優勝し、２月に県大会を控えているサッ

カー部は、１１月１４日の市民大会でも、接戦を制し見事優勝を果たしました。 

１１１１１１１１月月月月はははは学校開放月間学校開放月間学校開放月間学校開放月間、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの生徒生徒生徒生徒のののの活動活動活動活動をををを見見見見ていただきましたていただきましたていただきましたていただきました！！！！    

 １１月は学校開放月間です。生徒たちは、様々な活動に意欲的に取り組んでいます。生徒たちの活動をいろん

な場所で、保護者をはじめ地域の多くの方々に見ていただいています。一部を紹

介します。 

【【【【吹奏楽部定期吹奏楽部定期吹奏楽部定期吹奏楽部定期コンサートコンサートコンサートコンサート】】】】    

 吹奏楽部は昨年度に引き続き、１１月６日（金）、Carry Happiness Concert

を開催しました。体育館にはたくさんの人が集まってくれました。３年生を中心

にして日々練習に頑張ってきた成果をこのコンサートに出し切ってくれました。

全１１曲の演奏で、来場者を楽しませてくれました。 

【【【【南部南部南部南部センターフェセンターフェセンターフェセンターフェスティバルにスティバルにスティバルにスティバルに出演出演出演出演】】】】    

 １１月１４日（土）、南部センターフェスティバルに、１年生よさこいリーダ 

ーズと吹奏楽部が出演しました。１年生は、体育大会と弁慶祭りで取り組んだ『よさこい踊り』を披露しました。

吹奏楽部は、３曲の演奏を行い、地域の皆さんにも喜んでいただきました。 

【【【【小学校音楽会小学校音楽会小学校音楽会小学校音楽会にににに出演出演出演出演】】】】    

 １１月１５日（日）に開催された田辺第二小学校音楽会に、合唱部と吹奏楽部が招待していただき出演しまし

た。１１月１８日（水）には、田辺第一小学校音楽会が開催され、合唱部が出演しました。また、合唱部は、 

１５日、ひがし公民館で開催された「ひがしふれあい秋祭り」にも出演しました。 

【【【【平成平成平成平成２７２７２７２７年度文化発表会年度文化発表会年度文化発表会年度文化発表会】】】】    

 １１月１９日（木）、本校体育館で文化発表会を開催しました。たくさんの保護者、

地域の方々がご来場下さいました。開会式の後、各学年代表が作文発表を行いました。

１年生は尾谷夏泉さん、２年生は中本笙瑛君、３年生は上門伶奈さんが堂々と発表し

ました。次に３年生有志による英語発表が行われました。発表は暗唱で行われ、さす

が３年生と思わせるものでした。 

 次に合唱コンクールが行われました。１，２年生は課題曲と自由曲の２曲、３年生 

は自由曲を１曲歌いました。どのクラスも三部合唱に取り組みました。体育大会が終了してから各クラスで練習

に取り組んできました。この合唱コンクールは生徒と教師が一緒になって創り上げる取り組みで、どのクラスも

本番に向けて努力してきました。その結果、どのクラスもすばらしい合唱を聴かせてくれました。午前最後の発

表は，３年生学年合唱の『大地讃頌』でした。今年の３年生もすばらしい学年合唱を聴かせてくれました。 

 午後の部は、文化クラブの発表が行われました。合唱部はダンスを取り入れた歌など２曲を、吹奏楽部は皆さ

んなじみのアニメメドレーを演奏しました。コンピュータ部は『携帯電話についてのアンケート発表』をしまし

た。最後に生徒有志による舞台発表（Ｔ１グランプリ）が行われました。今年は５組が発表し、会場を盛り上げ

てくれました。また会場には、文芸部、コンピュータ部の作品、美術科、国語科、技術科、家庭科の作品、育成

学級の作品、各学年の学習の取り組みが展示されました。 

吹奏楽部定期吹奏楽部定期吹奏楽部定期吹奏楽部定期コンサートコンサートコンサートコンサート    

３３３３年生学年合唱年生学年合唱年生学年合唱年生学年合唱    

東陽中学校・学校だより 

12 月号 平成 27 年 11 月 19 日 



 保護者の皆様、地域の皆様、合唱コンクールの審査員の皆様、本当にありがとうございました。


