
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ありがとう ６年生のみなさん！！ 

     そして バトンは５年生に！！！ 

３月２日、「６年生を送る会」が実施されました。 

１・２年生は「玉入れ」、３・４年生は「しっぽとり」、

５年生は「つなひき」を６年生とともに楽しみました。

真剣な中にも笑顔が絶えず、ほのぼのとした雰囲気で楽

しいひとときを過ごしました。送る会の最後には１，２，

３年生から心のこもった手作りプレゼントが渡されまし

た。花で飾られたアーチの下をくぐる時には、照れなが

らも大事そうに抱えて退場する６年生の姿が印象的でし

た。 

５年生にとっては企画・運営を行った初めての行事で

したが、感謝の気持ちを込めた数々のきれいな飾りつけ

まで準備して、送る会を大いに盛り上げてくれました。

５年生は４月からいよいよ田辺東部小学校の最高学年に

なります。卒業していく６年生をお手本として、その重

責を立派に果たしてくれるものと期待しています。 

 

福祉委員会の活動報告 

田辺東部小学校福祉委員会では、社会福祉への理解と関心を高めることを目標の一つに掲げ、年間を通して家庭のご協力を得

ながらアルミ缶の回収活動を実施しています。集まったアルミ缶はリサイクル業者に出し、今年度の収益は約２３，０００円あ

りました。得た収益から、老人福祉施設「真寿苑」さんに車いすを１台贈呈しました。真寿苑さんとは夏休みにも交流活動を行

い、福祉委員会所属の児童全員が真寿苑に出向いています。他にもエコキャップや書き損じはがきの回収も行っています。福祉

委員会の活動にご協力いただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

学校長 口井 浩 

吹く風に春を感じさせる３月になりました。 

 いよいよ学年末を控え、子どもたちは学習のまとめをしたり、お楽しみ会の計画をしたりと忙しく立ち回っ

ています。 

 ３月２日にグラウンドで、全校児童が集まって、６年生を送る会を開催しました。５年生の児童会の役員が

進行をして、各学年がそれぞれ趣向を凝らしたゲームを６年生と一緒に楽しみました。その後、１，２，３年

生は６年生にお礼のプレゼントを手渡しました。思い出に残る楽しい「６年生を送る会」になりました。 

翌日６年生は、５年生の教室を訪れて、準備をしてくれたお礼を言いプレゼントを渡してくれたのだそうで

す。私は、素晴らしい最上級生に育ってくれた、と感心しました。 

 ３月 11 日には、「生き物ランド」の完成式典が行われました。公益社団法人国土緑化推進機構、(株)ローソ

ン、県緑化推進会、田辺市教育委員会など関係者 10 名

が臨席してくださいました。鈴木育友会長、岩本元育友

会長と３年生の児童代表２名が記念として、カスミサン

ショウウオの卵、ヤマアカガエルの卵、ヤゴ、ヌマエビ

を放流しました。春にはきっと、緑も増えて、たくさん

の生き物で賑やかになると思います。 

 １年間多くの皆様のお力添えで、子どもたちはすくす

くと逞しく育ってきました。心から感謝申し上げ、また

御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校だより 

平成２７年３月号 №255 より 

平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    

前期児童会役員決定前期児童会役員決定前期児童会役員決定前期児童会役員決定！！！！    

先日投票が行われ、平成２７年度前期

児童会役員が決まりましたのでご紹介

いたします。(全員、現５年生です) 

 会 長……渡瀬 倫菜 

 副会長……藍畑 伽柊  天野 翼 

 書 記……山本 智己  中道 陽人 

新役員の皆さんには、伝統ある田辺東

部小学校をさらによりよくしていって

くれることを期待しています。残念なが

ら当選しなかった候補 

者の人も、新役員の皆 

さんを支えながらとも 

にがんばってほしいと 

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ                  公民館長 吹揚克之 

さすが彼岸、上着の要らぬほどの陽気であった。草木もこの暖かさに驚

き、慌てて新芽を吹き出している。庭の桜桃、ユスラウメ、小梅、無果花

（イチジク）がそうだ。町内を散策した。庭さきの白、黄色の水仙は色鮮

やかであった。パンジー、すみれの類もあった。チューリップは新葉が

10 センチぐらい伸びたところである。淡いピンク色の満開の桜もあった。

あけぼの会館の法面に 7 本ばかりの桜が植えられている。そのうちの一

本が無数の花を付けていた。私の家の近くで鶯の囀りを聞いた。 

春は和んだ人との別れの時季であり、新たな人との出会いのときでもあ

る。本年度もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各種委員さんご苦労さま 

 新年度を迎え各種委員さんの改選、委嘱の時期になりました。どの委

員さんにあっても大変ご苦労をおかけすることになります。しかも何年

にわたって重任して頂き恐縮に存じます。このたびは、生涯学習（人権

推進）委員さんなど各種委員さんが決まりました。よろしくお願い致し

たいと思います。 

○グラウンドゴルフ大会 平成 27 年 3 月 21 日実施 

開催直前に激しい降雨があり、 

開催を危ぶみました。前日は、空は晴れ上がり、グラウンドも適度に乾

燥し、球技のコンディションも上々というところでした。やや気温が高

く、のどのかわく場面もありましたが、のびのびとプレーができました。

優勝は甲村美津子さん、準優勝は滝川正人さん、3 位は笘原太助さんで

した。彼岸の中日であったせいでしょうか、参加人数がすくなかったで

す。次回はぜひ多くの方が参加してくださいますように。お願いします。 

平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年４４４４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（2月末現在） 

人  口 6,490 人 2,929 世帯 
 

（男 性） 3,072 人 
 

（女 性） 3,418 人 

 

【公民館の桜 ２月２０日】 

【新万の花壇 パンジー】 

【あけぼの会館桜 ３月１８日】 

【朝日ヶ丘の花壇 なのはな】 【南新万の花壇 パンジー】 



 

 

ひがし公民館では、３月２２日（日）に第５９回ひ

がし親善囲碁大会を開催しました。市内外から計７６

名が集い、三つの部門に分かれて熱戦を繰り広げまし

た。入賞者は次のとおりです。（※敬称略） 

《Ａ《Ａ《Ａ《Ａのののの部部部部》（》（》（》（四段以上四段以上四段以上四段以上））））  《Ｂ《Ｂ《Ｂ《Ｂのののの部部部部》（》（》（》（三段三段三段三段・・・・二段二段二段二段）））） 

優勝 福原 健三（六段） 優勝 杉野 彰宏（二段） 

２位 木村 悌吉（四段） ２位 楠本 貞雄（二段） 

３位 黒崎長三郎（六段） ３位 鹿島 洋司（三段） 

３位 藤本 俊二（四段）  

《Ｃ《Ｃ《Ｃ《Ｃのののの部部部部》（》（》（》（初段以下初段以下初段以下初段以下）））） 

優勝 池田 啓 （１級） 

２位 三木 茂 （初段） 

３位 古田 信夫（初段） 

  

 

 

ひがし公民館ではこれまで電話回線を FAX

と共用で使用していましたが、平成２７年４

月から新たに FAX 専用回線を設けることとな

りました。今後、FAX をご利用の際は専用回

線へ送信していただきますようお願い致しま

す。電話・FAX 番号は下記のとおりです。 

 

ひがし公民館（ひがしコミュニティセンター） 

電話電話電話電話：：：：22222222----2088208820882088    ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：81818181----3301330133013301    

 

 

 

ひがし公民館では、公民館教室・サークルの受講生を募集しています。  

趣味や教養の幅が広がるだけでなく、新しい交流の輪が広がります。講座  

に興味をお持ちの方は、初心者はもちろん、以前習っていたことをもう一 

度やってみたいという方は是非ご参加ください。見学・体験もできます。  

お気軽に事務局（ひがし公民館 �２２－２０８８）までお問合せくだ 

さい。多くの方のご参加をお待ちしています。  

教室・サークル名 開講日 受講時間 ４月の日程 会  費 

和紙絵サークル 第 1 日曜 10:00~17:00 5 日 無 料 

ひがしコーラス 第 2･4 土曜 19:30~21:00 11 日 25 日 1,500 円/月 

着付けサークル 第 1･3 水曜 19:30~21:30 1 日 15 日 500 円/月 

フラワーアレンジメント 第 3 火曜 19:30~21:30 21 日 3,000 円/月 

手話サークル スマイル 月 2~3 回木曜 19:30~21:00 9 日 16 日 30 日 300 円/回 

大正琴 さくら会 第 1･3 水曜 9:00~12:00 1 日 15 日 3,000/月 

謡曲サークル 第 2･4 木曜 13:30~15:30 9 日 23 日 無 料 

ひがしコスモス 毎週月曜 19:30~21:30 13日 20日 27日 1,500 円/月 

ルーシーダットン 月 2 回月曜 19:30~21:00 13 日 20 日 2,000 円/月 

骨盤矯正ｽﾄﾚｯﾁｴｸｻｻｲｽﾞと全身運動(朝) 月 2~3 回金曜 10:30~12:00 10 日 24 日 2,000 円/月 

骨盤矯正ｽﾄﾚｯﾁｴｸｻｻｲｽﾞと全身運動(夜) 月 2~3 回木曜 19:30~21:00 9 日 23 日 2,000 円/月 

英会話サークル 第 2･4 火曜 19:30~21:00 14 日 28 日 12,000 円/年 

アロマセラピー 第 3 土曜 13:30~16:00 ※5 月 16 日 6,500 円/年 

ゆる体操教室 第 2･4 水曜 10:00~11:30 8 日 22 日 無 料 

スポーツ吹き矢教室 毎週火曜 9:30~11:30 7 日 14 日 21 日 無 料 

※回数・参加人数等により会費が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度平成２７年度平成２７年度平成２７年度    ひがし公民館ひがし公民館ひがし公民館ひがし公民館    教室・サークル受講生募集！教室・サークル受講生募集！教室・サークル受講生募集！教室・サークル受講生募集！    

第５９回第５９回第５９回第５９回    親善囲碁大会結果親善囲碁大会結果親善囲碁大会結果親善囲碁大会結果    

ＦＡＸ番号が変わります！ＦＡＸ番号が変わります！ＦＡＸ番号が変わります！ＦＡＸ番号が変わります！    

 

 

 

 

             

                               学校長  阪本 博只 

    

花のつぼみもほころぶ季節となりました。保護者、地域の方々には平素は本校の教育活動にご理解ご支援

を賜り誠にありがとうございます。  

 春の訪れとともに中学校にとって最も大きな儀式が近づいてきました。第６３回高雄中学校卒業証書授与

式が３月９日に挙行され、３年生１３６名がこの学舎を巣立っていきます。主役の３年生だけでなく、保護

者の方々、在校生、教職員すべての人達にとって大きな節目となる卒業式は、やはり感動的なものにしなく

てはなりません。残りの一週間の日々を大切にし、「卒業生の、在校生の、みんなの思いが込められた、立

派な高雄中学校の卒業式」を全校生徒の力で創り上げたいと思います。 

 

人人人人をををを大切大切大切大切にするルールにするルールにするルールにするルール 

 

 さて年度の終わりに際し「人を大切にするルール」について記します。 

 「衣・食・住」という言葉があります。体温を保つために着る「衣」、「食」べ物、安心して休むところ

「住」です。体温を保ち安心して休むという意味では、衣と住は睡眠にもつながります。 

 食事と睡眠に加え、成長期にある中学生にとってもう一つ大切なことがあります。それは、一人静かに振

り返る時間です。家庭で一人になり、気持ちを整理したり、考えをまとめたり、学習し記憶を定着させる時

間は成長期に欠かせないことです。 

 食事、睡眠、振り返りは、お互いに大切にすべきことだということは多くの中学生はわかっていると思う

のですが、最近、「食事も忘れて○○○○している」「家庭で勉強や振り返る時間帯にも○○○○している」

「睡眠の時間帯にも○○○○している」ということが起こっていると聞きました。○にはアルファベットが

入ります。答えは「ＬＩＮＥ」です。 

 ＬＩＮＥそのものは便利なアプリかもしれません。しかし、使う人のけじめのなさやマナーも含めた使い

方が問題を引き起こしています。本校の生徒間のトラブルもこのＬＩＮＥ等によるものが少なくありませ

ん。 

  使用する時間にけじめをつけること。食事・睡眠・振り返りを自分で大切にするだけでなく、友達の足を

引っ張らず、お互いが、人として大切にし合うことが求められると思

います。 

  関連して、２月２０日付けの新聞に内閣府がまとめた「青少年のス

マホによるネット利用時間(１日平均)」が発表され、中学生が１２３

分に及ぶことが分かりました。スマホに限らずパソコンを含めた利用

率は７９，４％にも達しています。 

 ネット社会を避けて通ることはもはや出来ませんが、「人を大切に

するルール」を守った上で正しく使用してほしいと感じます。ご家庭

でも是非お子様と話し合い、ルール作りをお願いしたいと思います。 

                              

 

高雄中学校・学校だより 

第１１号 平成２７年２月２７日より 


