
入学・進級 おめでとうございます！ 

本校では新しく４９名の１年生を迎え、全校児童３５９名、教職員２４名で出発しました。 

校長先生は、入学式の式辞で、①自分のことは自分ですること ②交通ルールを守ること ③元気なあいさ

つをすること を１年生のみなさんに話されました。１年生のみなさんは全員、校長先生の話をきちんと聞く

ことができていました。 

また、入学式の後、新しく来られた先生たちと転入してきた児童の紹介式をしたあと、１学期の始業式を行

いました。学級も替わり、新しい先生を迎えて平成２７年度がいよいよスタートしました。 

今年度も、教育目標『知・徳・体の調和がとれ、意欲的で心身ともにたくましい子どもの育成』を学校経営

の柱として、地域・保護者の皆様に信頼される学校づくりに教職員一同、心新たに励んでまいりますので、ど

うぞご支援・ご協力の程をお願い申し上げます。 

チャレンジマラソン開始！ 

本校の伝統のチャレンジマラソンが今年も始まりました。ねらいは以下の３点です。 

①時間を意識し、生活リズムを整えることで自主的に健康管理、規範意識を考える態度を育成する。  

②持久力を高め、健康の保持・増進を図る。 

③自分自身で目標を定め、その目標を達成しようと粘り強くがんばる態度を育てる。 

対象学年対象学年対象学年対象学年…………３３３３年生年生年生年生以上以上以上以上 時間帯時間帯時間帯時間帯……７……７……７……７：：：：５０５０５０５０～～～～８８８８：：：：００００００００    

それぞれのペースで学年で目標を決めて走っています。この取組は、本校の教育目標の『心身ともにたくま

しい児童の育成』を目指すものであり、各学級では学級経営の柱の一つとして年間を通して継続指導していき

ますので、ご家庭での支援をよろしくお願いします。 

～～～～新新新新しいしいしいしい先生先生先生先生のののの紹介紹介紹介紹介～～～～    

よろしくお願いします。 

西川 誠也 校長 …… 田辺第三小学校より 

西村 洋子 先生 …… 田辺第二小学校より 

二本松香里 先生 …… 新宮市立神倉小学校より 

多田 憲司 先生 …… 新規採用 

窪田 知倫 先生 …… 新規採用 

小原 節子 先生 …… 新庄第二小学校より 

山本 光世 先生 …… 長野小学校より 

岡本 麻里 先生 …… 上芳養小学校より 

 

～～～～新新新新しいおしいおしいおしいお友友友友だちのだちのだちのだちの紹介紹介紹介紹介～～～～    

よろしくお願いします。 

中田  愛 さん …… ４年１組：新万            

宮本  遼 くん …… ３年１組：朝日ヶ丘 

辻 心乃花 さん …… ３年１組：朝日ヶ丘 

舩山 雄介 くん …… ３年２組：あけぼの 

池田 瑠唯 さん …… ３年２組：宝来町 

参観日参観日参観日参観日・・・・育友会総会育友会総会育友会総会育友会総会・・・・学年総会学年総会学年総会学年総会    

平成２７年５月１日（金） 

授業参観   １３：１５～１４：００  

育友会総会    １４：１５～１５：１５ 

学年委員総会 １５：２０～１５：５０ 

※各学級の授業内容は、別紙でお知らせいたします。 

 

～～～～転任転任転任転任・・・・退職退職退職退職されたされたされたされた先生先生先生先生のののの紹介紹介紹介紹介～～～～    

大変お世話になりありごとうございました 

口井  浩 校長 …… 退職 

平田いづみ 先生 …… 岩代小学校へ 

神前ひろみ 先生 …… 新庄小学校へ 

玉田  圭 先生 …… 稲成小学校へ 

中  雄紀 先生 …… 有田川町立八幡小学校へ 

寒川  郁 先生 …… 退職 

小倉 雄次 先生 …… 退職 

岡本 満代 先生 …… 田辺第三小学校へ 

森田由利子 先生 …… 江住小学校へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校だより 

平成２７年４月号 №256 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ                  公民館長 吹揚克之 

 4 月は雨の日が多く、降水量も多かった。そのせいか草木が勢いよく成長し、

はや新緑の景色である。イタドリ、ワラビ、ゼンマイ、ヤマブキ、タケノコな

ど、新鮮な山菜がたくさん店頭にならんでいる。山菜のおいしい時季。公民館

のチューリップの花べんも散りつつあり、逆につつじが咲き始めつつある。春、

百花繚乱というところである。天候が不順で、気温の高低差が大きい。体調管

理に充分ご留意ください。 

○市教育委員会の挨拶の中から 

去る 18 日、公民館長・主事会議があった。平成の合併、新市誕生から 10 年、

これを基盤として、今後 10 年の市の振興を図るようにしたい。とりわけ、この

秋、本県で開催する国民体育大会を機会に、和歌山を広く、深く理解してもら

い、本県発展のバネにしたいと。公民館活動では、学社融合を旗印に、地域で

子どもを育てるという強い思いで、公民館を拠点として推し進められたいとの

趣旨の話であった。 

○入学式に臨席して 

4 月 8 日 田辺東部小学校で入学式があった。学校は 49 名の新 1 年生を温かく迎えた。校長先生から 3 つの約

束を話した。一つは、自分のことは自分でしましよう。二つめは交通事故にあわないように、規則をまもりまし

よう。三つめは元気よくあいさつをしよう。2 年生から歓迎のことばと、ピアニカで歓迎演奏があった。 

同日午後、中学校の入学式に臨席した。校長先生の式辞に①時をまもる②場を清める③礼を正す、を強く訴え

た。生徒代表の歓迎の挨拶、ブラスバンドの歓迎演奏があつた。両校、無駄なく、簡素で内容のある式であった。 

 おくればせながら、中学校の卒業式のコメント。答辞の内容は気配りが行き届いていてよかった。そのためか

送辞を短めにし、卒業生にたっぷり喋らせる工夫があったとみえた。校長先生の記念品贈呈に際しての答礼も心

のこもった内容であった。教職員の皆様大変なお仕事ですが、今年もよろしくお願いします。 

○小学生の登校 

10 日、雨天。入学早々雨とあって、保護者の方が付き添いで登校

する児童もあった。朝早く起きて、食事を済ませ、徒歩で登校するの

は、慣れるまで大変だと思う。雨の日は時間がかかる。半年は辛抱だ

ろうと思う。登下校に充分お気を付けてください。 

○公民館開設 20 年記念 

 開設 20 年記念と云う訳ではないでしょうが、写真のような看板をつくってくれた。長さ 150cm、幅 30cm、厚

さ 3ｃｍ、材質ヒノキ。立派なものである。 

 

平平平平成成成成２２２２７７７７年年年年５５５５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（3月末現在） 

人  口 6,457 人 2,929 世帯 
 

（男 性） 3,047 人 
 

（女 性） 3,410 人 

 



 

ひがしコミュニティセンター前の古紙ステーション

の利用について、ご協力をお願いします。 

【利用時間及び注意事項】 

月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時 

※但し、祝祭日は利用できません。ご了承ください。 

※利用時間以外は施錠しています。 

ステーション付近に無断で古紙を置くと火災の原因 

となる場合がありますので置かないようお願いします。 

※ステーションで回収している物は次のとおりです。 

袋等に入れずに紙ヒモ等で結んでいただくようお願

いします。 

 ◎段ボール ◎新聞類（新聞紙、折込広告等） 

 ◎雑誌類（雑誌、カタログ、ノート、包装紙等） 

 

紀の国わかやま国体・大会や田辺市合併１０周年を迎えて田辺市に多くの方が来られます。おもてなしの

意味も込めまして、クリーン作戦を次の日程で実施します。 

田辺湾クリーン作戦は清掃活動等を通じて、皆さんの海岸漂着物等の問題に対して理解を深めること、ま

た自然環境の保全や環境美化に関する意識を高めることも目的としています。ご参加よろしくお願いします。 

■日  時  ５月３０日（土）午後１時３０分～（約１時間）※小雨決行。荒天の場合は３１日に延期。 

■清掃場所  元島・天神崎地区、跡ノ浦地区、鳥の巣地区、会津川河口地区、扇ヶ浜地区（計５地区） 

■注意事項  ・自動車での参加は控えてください。    

・ごみ袋、軍手は当日お配りします。 

・ごみは４分別での回収をお願いします。  

・ごみは燃やさないでください。 

・暑い中での清掃作業になりますので、無理はせず、熱中症等に気をつけてください。 

■お問合せ   環境課 環境対策係（�0739-26-9927） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

田辺市秋津川は、緑の山並みに囲まれ、水清く人情豊かで素朴な山村であり、江戸時代より備長炭発祥の地とし

て栄えた木炭の生産地であります。山村の豊かな自然と歴史文化を再認識するため、本年も俳句大会を開催いたし

ますので、文芸愛好の多くの皆さんからのご投句と大会へのご参加をお待ちしております。 

○出句期間 平成２７年５月１日（金）から 同年５月２９日（金）必着のこと 

○出 句 先 〒646-0001 田辺市上秋津２０８３－１ 秋津川公民館 俳句大会 係 

○  賞   一般作品 

田辺市長賞 １点（公園内に句碑として建立する。） 

秋津川振興会長賞・秋津川公民館長賞・紀伊民報社賞・田辺市俳句連盟賞・選者特選賞 

小学生の部・中学生の部 

教育委員会賞・秋津川振興会長賞・秋津川公民館長賞 

○大  会 ①日  程 平成２７年７月２０日（月・祝）午後１時から（受付：正午～午後１時） 

②会  場 田辺市紀州備長炭記念公園 

③内  容 募集句の入賞発表・表彰（小・中学生の部を含む）及び当日句会 

④当日句会 （出句）一般の部 １人３句 （受付：正午から午後１時まで） 

（表彰）秋津川町内会長賞・秋津川振興会長賞 
○問合せ先 秋津川公民館 TEL０７３９－３５－１０２２ FAX０７３９－３５－０５６９ 

田辺湾クリーン作戦田辺湾クリーン作戦田辺湾クリーン作戦田辺湾クリーン作戦    ～国体･大会をゴミ一つない和歌山で！～～国体･大会をゴミ一つない和歌山で！～～国体･大会をゴミ一つない和歌山で！～～国体･大会をゴミ一つない和歌山で！～    

古古古古紙ステーションの利用について紙ステーションの利用について紙ステーションの利用について紙ステーションの利用について    

ひがしコミュニティセンターでは、 

小学生の児童を対象とした絵本のよみ

きかせやおはなしを実施しています。ご

参加をお待ちしています。 

◇日時 毎月第１土曜日１０：３０～ 

◇場所 ひがしコミュニティセンター 

    ２階 研修室 

第１９回第１９回第１９回第１９回    山の唄山の唄山の唄山の唄    炭やきむら俳句大会炭やきむら俳句大会炭やきむら俳句大会炭やきむら俳句大会    

 

 

 

 

 平成２７年度が始まりました。１０８名の入学生、９名の教職員を迎え、全校生徒３４６名、教職員３０名で

のスタートです。４月８日(水)、午前中に始業式、午後から入学式を行いました。入学式には、多くの来賓の方々

と保護者の方々に出席していただきました。ありがとうございました。入学式の新入生呼名では、入学生一人ひ

とりが力強く返事をしました。また、田辺第一小学校からの入学生、神谷舜生君は、堂々と新入生宣誓を行って

くれました。７つの小学校から入学した１０８名のこれからの３年間の中学生活に期待したいと思います 保護

者の皆様、地域の皆様、本年度も本校教育活動にご支援ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

東陽中学校・学校だより 

５月号 平成２７年４月２３日 

平成２７年度 始業式始業式始業式始業式    学校長式辞 

 今日から新しい年度（平成２７年度）が始まります。本日、１年生は、中堅学年 

の２年生に。２年生は、最高学年の３年生になりました。２年生は、入学してくる 

１年生の良き先輩に、そして学校の中心的なリーダーに。３年生は、最高学年とし 

ての自覚を持って、たくさんの思い出を作りながら、自分の進路を決めていく大切 

な一年間にしてもらいたいと思います。そして、育成学級のみなさんも、仲間が増え、お互いに助け合う素晴ら

しい学級をつくりましょう。育成学級は、生徒のみなさんの支えや理解・協力が必要な学級です。共に仲良くし

ていきましょう。 本校の校訓は、これまで皆さんもよく知っている『品位と賢さ』です。３年間で最も大切に

したい目標です。この校訓の『品位と賢さ』を達成するためには、放っておいて自然にそれが身につくことはあ

りません。 毎日、当たり前に行われることが、きちんと積み上がっていかなければ実現しません。当たり前の

ことをきちんと行うことを『凡事徹底』と言います。『凡事』とは、当たり前のこと。『徹底』とは、きちんと行

うことです。東陽中の皆さんには、当たり前のことが立派にできる生徒を目指して欲しいと思います。 

 それでは、皆さんに取り組んでもらいたい今年度の３つの大事な『凡事徹底』をお話しします。１つ目は、「し

っかりあいさつをしよう」、２つ目は、「授業や部活動を大事にしよう」、３つ目は、「素直な心をもとう」です。 

  最初の「しっかりあいさつをしよう」については、東陽中の生徒の皆さんは部活動などでは、できているよう

に聞いていますが、校内でのあいさつはもちろんのこと、登下校時や地域の方々にも進んで「さわやかで大きな

声でのあいさつ」ができるようにしてください。特に、毎月の１日と１５日には、明るい笑顔街いっぱい運動や

交通指導で地域の方々がたくさん、私たちのために朝早くから立ち番をしてくれています。 

「おはようございます」「ありがとうございます」「さようなら」が当たり前のこととして、どこででも言える生

徒になってもらいたいと思います。 

 ２つ目の、「授業や部活動を大事にしよう」は、中学校でのほとんどの時間は、教科学習・道徳・総合の時間・

特別活動ですが、授業に集中し熱心に取り組むことで内容がよく分かり、復習をすることで理解の定着が進み、

一人ひとりの成績はぐんぐん伸びてきます。部活動も日々の努力の積み重ねが、一人ひとりの成長につながりま

す。先生方は、少しでも君たちが意欲を持って学習や部活動に取り組めるよう、工夫しながら指導をしていきま

すので、日頃から自分なりの精一杯の力を出していってください。 

３つ目の、「素直な心をもとう」というのは、思春期のまっ只中にいる君たちには、悩みもあり少し難しいこと

かも分かりませんが、友達との間で、先生との関係の中で、家庭で保護者とのふれあいや話し合いの中で、「素

直な心」で接することを大切にして欲しいと思います。一人の人間として、周囲の人たちとコミュニケーション

がとれ、色々な考えや意見を吸収し、よりよい人間関係がつくれるよう成長してもらいたいと思います。そのス

タートは、「素直な心をもつ」ことから始まると思います。 

 始業式に当たって、この３点、「しっかりあいさつをしよう」「授業や部活動を大事にしよう」「素直な心をも

とう」を本年度の『凡事徹底』として心にとどめ、担任・副担任の先生、クラスの仲間、君たちに関わってくれ

ている多くの方々との出会いを生かし、意欲ある新学年のスタートを切ってください。   

                                          平成２７年４月８日   東陽中学校 校長 佐武正章 


