
『創 立 記 念 日』を迎えました！！ 

田辺東部小学校は、昭和５４年５月１２日に開校して以来、今月で３７回目のお誕生日を迎えました。 

田辺東部小学校は、旧田辺市で１８番目に設立された学校で、歴史からいえば一番浅い学校です。当時は、

児童数 580 名・教職員 23 名で 18 学級ありました。教室をはじめ校内には「みんなでめざそう 元気で思いや

りのある子」という合い言葉が掲示されていました。これには、みんなで田辺東部小学校をよりよくしていこ

うということで、友達だけでなく動物にも植物にも優しく接するという意味が込められています。 

そして、田辺東部小学校も開校３０年あまりを経過し、校訓を制定することとなりました。校訓というのは、

学校がめざすものを短い言葉で言い表しているものです。田辺東部小学校の校訓を紹介します。 

田辺東部小学校校訓『創意 誠意 志意』 

「創意」…向上心をもって進んで物事に取り組む心 

「誠意」…誠実さをもって人との結びつきを大切にする心 

「志意」…目標をもってよりよく生きようとする心 

にこにこ相談のお知らせ 

本校にはスクールカウンセラーが配置されています。堀口久美先生です。月２回程度来校していただい

て、にこにこ相談を行っています。経験豊かでとても話しやすい先生です。 

本年度も月２回のにこにこ相談を予定しています。（月によっては１回の時もあります）また、実施時

刻を下記のとおりに計画していますのでよろしくお願いいたします。 

毎月 1 回目の相談時間…１０：００～１５：００ 毎月２回目の相談時間…１３：００～１７：００ 

場所：相談室(会議室の隣の部屋) 

◎相談日が近づきましたら申込みプリントを配布いたします。電話での申込みでも結構です。詳しくは毎

月配布するプリントをごらんください。 

～(育)事 業 部 始 動!!～ 

５月１４日（木）に、第１回育友会委員総会を

開催し、今年度の育友会事業部の活動がスタート

しました。 本年度から文化部の事業を２つに分

け、広報部を発足しています。新しくスタートす

る４つの事業部をどうぞよろしくお願いします。 
【文化部】 
 親子教室を年間２回開催します。親子でたのし 
くふれあえる体験教室を企画していきます。後日 
案内を配布しますので奮ってご参加下さい。 
【広報部】 
 年３回、各学期の終わりに校報「東部」を発行

します。 
１学期 108 号,２学期 109 号,３学期 110 号です。 
学校や校内の様子を楽しく伝えたいと思います。 
【保体部】 
 ６月２８日（日）に、親善ソフトバレーボール 
大会を実施します。多くの方に参加していただ 
き、大会を盛り上げたいと思っています。予定を 
空けておいてください。また、運動会では、育友 
会種目やバザーも計画しています。 
【生指部】 
 登校指導を毎月１日と１５日（原則）に実施し 
ます。また、夏休みには夜間巡視、９月にはオー 
ル東部一斉見守り、１０月には自転車点検を実施 
し、子どもたちの安全安心のための取り組みをし 
ていきます。 
 

～(育)本部役員・事業部長決定～ 

 本年度の育友会役員・事業部長・監査のみなさんです。

どうぞよろしくお願いいたします。 
会   長  中本 龍也（４－２）   
副 会 長  上村 佳久（６－２ ５－２） 
副 会 長  岸裏 直哉（５－２ ３－２） 
副 会 長  山中 博子（５－２） 
書  記  線崎 裕子（５－１ ３－２） 
会  計  新谷 真紀（３－２） 
文化部長  村上 浩子（５－１）    
広報部長  田ノ岡美奈子（３－１） ≪敬称略≫ 
保体部長  鈴木  稔（５－１） ＊(  )内は 
生指部長  尾﨑 康輝（４－１）  お子さんの 
会計監査  内芝 千青（４－２）  在籍学級です。 
会計監査  蟬  美和（５－１） 
 

全全全全    校校校校    参参参参    観観観観    日日日日    のののの    おおおお    知知知知    らららら    せせせせ    

平成２７年６月９日(火)  

授業参観 １３：５５～１４：５０  

学級懇談 １４：５５～１５：３０ 

※授業後、学級（学年）懇談会を実施いたします。 

※各学級の授業内容は、後日別紙でお知らせいたします。 

※運動場を駐車場として開放しますが、大変混雑しますので 

できるだけ二輪か徒歩で来ていただけるとありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

日差しも日々に厳しくなってきました。公民館の玄関口では先日まで咲いていたツツジが枯れ、今はサツキの

花が咲いています。社会のあわただしい動きの中、梅雨を迎えようとしています。公民館では各種委員会を開き、

事業活動を検討しましたので、以下ご報告します。 

●企画会(5 月 18 日開催) 

あけぼの、朝日ヶ丘、新万、南新万の町内会長と小学校代表、指導員、公民館職員の会です。平成 26 年度に取

り組んだことと、平成 27 年度の取り組みについて、意見の交換をしました。具体的活動は、文化委員会、体育委

員会等で検討、企画、実施してもらうことになります。特別な行事、その他に関して公民館も直接的に活動する

こともあります。 

●文化委員会(5 月 20 日開催) 

 4 町の代表、文化委員とサークル代表と公民館職員との会です。平成 26 年度の文化的行事の報告(経過、成果、

課題)と 27 年度の取り組みについて話合いました。以下主な行事です。 

ア、夏休み子ども体験教室 (版画 木工 科学実験) 

イ、親善囲碁大会 (10 月、3 月) 

ウ、趣味の作品展示会 (10 月 24～25 日) 

エ、ふれあい秋祭り (11 月 15 日) 

オ、生け花教室 (毎月の土曜日 小学生のみ) 

カ、文化系サークル (各サークルで実施) 

注）・作品展示会とふれあい祭りを分離する  

・作品展示の場所を検討する  ・地域の特性を生かした講習、講演会を企画する    【５月２０日撮影】 

・防災、人権関係の行事については別の会で検討する 

●体育委員会(5 月 21 日開催) 

 会は 3 人の体育指導員と 4 町の代表、体育委員と公民館 

職員で構成しています。平成 26 年度の報告(経過、成果、 

課題)と本年度の取り組みについて話し合いました。 

ア、親善グランドゴルフ大会 (12 月、1 月、3 月) 

イ、新春みんなで走ろう、歩こう会 (1 月) 

ウ、キンボール大会 (2 月) 

エ、公民館ソフトバレーボール大会 (2 月) 

オ、教室・サークル (各グループで実施) 

注)・走ろう、歩こう会の大会要項、運営について改善する     【トランペット ５月２２日撮影】 

・屋外での行事は天候の都合等で変更、中止もある 

平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年６６６６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（4月末現在） 

人  口 6,419 人 2,922 世帯 
 

（男 性） 3,025 人 
 

（女 性） 3,394 人 

 



 

 

梅雨や台風の季節が近づいてまいりました。警 

報等が発令された場合のひがしコミュニティセン 

ターの利用規則について、右の表のとおりお知ら 

せします。ご利用の際は、あらかじめご了承いた 

だきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○活動内容 

  各地域の女性会（ブロック）の主体性を尊重しつつ、互いに敬愛し協力して、女性の地位の向上、並び

に社会福祉の増進等、住みよいまちづくりに貢献することを目的として活動しています。 

  ２７年度から婦人会がなくても、入会できるようになりました。 

  主な活動は、押し花やペーパークラフトの講座を開いたり、県外研修やスポーツ行事など女性がやりた

いことが出来るようにと計画しています。またボランティアなど他団体の協力事業なども行っています。 

○対  象   

  旧市内在住の女性  ※文里、三栖、新屋敷、中屋敷の方は、婦人会を通じてお申込みください。 

○会  費  年間２００円 

○締め切り  特にありません。        田辺市女性会連絡協議会田辺支部田辺市女性会連絡協議会田辺支部田辺市女性会連絡協議会田辺支部田辺市女性会連絡協議会田辺支部 

 

  

 

 

 

明るい笑顔街いっぱい運動明るい笑顔街いっぱい運動明るい笑顔街いっぱい運動明るい笑顔街いっぱい運動    

ひがしコミュニティセンターの利用についてひがしコミュニティセンターの利用についてひがしコミュニティセンターの利用についてひがしコミュニティセンターの利用について    

田辺市教育委員会では、毎月１回、あいさつ運動を実施しています。 

子どもたちの登下校などにあわせて、散歩やゴミ出し、庭の手入れをするなど、 

子どもたちと接する機会を増やし、積極的にあいさつ・声かけをすることで、地 

域みんなで子どもたちを見守り、安心・安全なまちづくりを心がけましょう。 

【６月・７月の運動実施日】 

６月 1日（月）７月１日（水） 

 

田辺市女性会へのお誘い田辺市女性会へのお誘い田辺市女性会へのお誘い田辺市女性会へのお誘い    

申込方法：申込書は、市民総合センターに用意しています。 

        また、とりあえずお電話でのお申込でもかまいません。 

   会  費：一年間で２００円です。申込の際や、お電話で申込まれた方は 

        後日、市民総合センターや行事に参加の時にお願いします。 

    問 合 せ：℡ ２６－４９２５ 田辺市教育委員会生涯学習課（担当：濵中・廣畑） 

警報等の種類 規　則

災害発生時

施設施設施設施設にににに被害被害被害被害がなければがなければがなければがなければ利用可利用可利用可利用可

※※※※但但但但しししし、、、、市内及市内及市内及市内及びびびび周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域にににに被害被害被害被害がががが出出出出てててて

　　　　いるいるいるいる場合場合場合場合はははは被害状況被害状況被害状況被害状況によりによりによりにより判断判断判断判断するするするする。。。。

大津波警報

津波警報

津波注意報

      不可

※※※※避難所開設避難所開設避難所開設避難所開設もももも考考考考えられるえられるえられるえられる為為為為、、、、既既既既にににに利用中利用中利用中利用中のののの

　　　　場合場合場合場合でもでもでもでも利用利用利用利用をををを中止中止中止中止していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。

暴風警報

      不可

※※※※但但但但しししし、、、、発令発令発令発令されたされたされたされた時時時時、、、、既既既既にににに利用中利用中利用中利用中のののの

　　　　場合場合場合場合はははは協議協議協議協議のののの上上上上、、、、決定決定決定決定するするするする。。。。

大雨警報

洪水警報

      利用可

※※※※但但但但しししし、、、、施設施設施設施設のののの被害状況等被害状況等被害状況等被害状況等によりによりによりにより利用利用利用利用をををを

　　　　おおおお断断断断りするりするりするりする場合場合場合場合もございますもございますもございますもございます。

 

 

 

 

風薫るさわやかな季節となりました。平素は保護者・地域の皆様には本校の教育活動にご支援ご協力を賜

り誠にありがとうございます。また春季大会や各種催しへのご声援にも重ねてお礼申し上げます。１年生も

中学生活に慣れ、どの学年も落ち着いて授業に取り組んでいます。本年度も生徒と先生が心を一つに力を合

わせ、すばらしい高雄中学校を創っていきたいと思います。 

 そのスタートにあたる「４月８日 一学期 始業式の校長あいさつ」を掲載します。 

 

  「「「「がんのがんのがんのがんのＶＶＶＶ字飛行字飛行字飛行字飛行」」」」     

 みなさん、「がん」という鳥を知っていますか。おもに北

の大陸で繁殖し、冬は日本など南の国へ渡る渡り鳥です。こ

のがんは、長い渡りをするときＶ字の形になって飛びます。

どうしてでしょうか。それにはこんな理由があります。 

 がんが羽ばたくと、後ろには吹き下ろしの空気の流れ(気

流)ができます。すると下げた羽の両側には、上に流れる上昇

気流が起きます。その上昇気流に乗るように、両側に一羽ず

つ、がんがつきます。その二羽のがんは上昇気流を使い、少

ないエネルギーで飛ぶことができます。さらに、そのがんの

後につくと、同じように楽に飛べます。ということで、一羽のがんの両側の後ろに次々にがんがつき、Ｖ字

のようになるのです。一羽で飛ぶのと比べ、かなり楽に飛ぶことができるのだそうです。 

 ただ、先頭のがんは、上昇気流がないので大変です。長く飛ぶと疲れ切ってしまいます。疲れると、先頭

のがんは、後ろにつきます。すると楽になります。代わりに一羽ずつ前に詰めて、二番目のがんが先頭にな

ります。これを繰り返して、がんの群れは遠くまで飛んでいけるのです。先頭のがんはリーダーというわけ

ではないのです。先頭は順に代わっていくのです。また、一羽のがんが疲れて編隊を離れると、二羽のがん

が飛んでいって前を飛び、助けるのだそうです。 

 新学期がスタートしました。私たちの高雄中学校も、そして新しいクラスも、がんの飛行と同じだと思い

ます。これから一年、みなさんと先生たちが一緒にＶ字飛行をしていくのです。全員が自分勝手に進んでい

ては、みんな疲れてしまいます。学校もクラスもみんなで一緒に、助け合って進むのです。 

 時には先頭になってください。一年間の中で、自分の力を出せる時を作り、思い切って先頭に立ちましょ

う。疲れたら次の子に先頭を渡せばいいのです。それから、周りをよく見て、疲れた子がいたら、みんなで

助けてあげてください。これから一年、がんのＶ字編隊のように、みんなで一緒に助け合って進んでいきま

しょう。 

スクールーカウンセラーの教育相談利用のご案内スクールーカウンセラーの教育相談利用のご案内スクールーカウンセラーの教育相談利用のご案内スクールーカウンセラーの教育相談利用のご案内 

相談員   田中 純子（心理カウンセラー）      

相談日   原則、月曜日で年間３５回 

時 間   午前の部 11：30～12：30   午後の部 13：15～17：15 

      １回の相談時間は、１時間程度です。 

      学校行事等で相談時間が変更になることがあります。事前予約の際ご確認ください。 

場 所   本校南棟２階「太陽の部屋」 

内 容   子育て・不登校等 

予 約   担任、または保健室を通じて、事前に時間予約をお願いします 

高雄中学校・学校だより 
第２号 平成２７年５月１日より 


