
 

 

 雨が続き、じめじめとした季節です。また、食中毒にも

気をつけなければなりません。子どもたちは、運動場で遊

べなかったり、プール水泳がなかったりと、エネルギーを

少し持てあましているようです。しかし、裏を返せば、雨

が降ることにより、米がおいしく成長したり、飲み水の確

保にもつながっています。日本特有のこの『梅雨』の季節

とうまくつき合っていきたいものです。 

 朝の登校時にご家庭の都合で車を利用される場合は、校

門付近は混み合って危険な状態を目にすることもありま

すので、少し離れた安全な場所で降ろしていただけますよ

うご協力をお願いします。また、特別な場合を除いて校内

への車の乗り入れはご遠慮いただいておりますのでご理

解・ご協力をお願いいたします。 

～～～～子子子子どもクラブどもクラブどもクラブどもクラブ    ソフト・キックソフト・キックソフト・キックソフト・キック校内大会校内大会校内大会校内大会～～～～    

５月３０日（土）田辺東部小学校ソフト・キック校内大会が好天の中、実施 

されました。ルールもあまり知らなかった子どもたちは、緊張したことでしょ 

う。また、嬉しかったり、悔しかったりしたこともたくさんあったと思います。 

試合を重ねるごとにチームに貢献したり、仲間との連帯感を感じたりと、教 

室では味わえない貴重な体験ができました。 

監督・コーチの方々をはじめ子どもクラブ関係者の皆様には 

この１ヶ月余りの間、大変お世話になりました。ありがとうご 

ざいました。 

 なお、市内大会へは、キックの部で『田辺東部小連合チーム』 

が出場しました。2回戦まで進出しましたが惜しくも敗退しました。 

プールプールプールプール水泳始水泳始水泳始水泳始まるまるまるまる！！！！！！！！    

６月４日に、６年生と職員でプール掃除を行いま

した。１５日にプール開きを行い、約１ヶ月間、プ

ール水泳のシーズンとなります。学校では、特別時

間割を組んで指導に当たりますが、ご家庭での励ま

しや体調管理のサポートをお願いいたします。 

 

 

～交通安全教室実施しました～ 

６月１日（月）に、１・２年生と３年生を対象に交通安全教室を実施しま 

した。１・２年生は横断歩道の正しい渡り方を、３年生は正しい自転車の乗 

り方を、田辺警察署の方に来ていただいてしっかり学習することができまし 

た。また、６月２２日（月）から６月２９日（月）まで自転車安全点検週間 

になっています。ブレーキやライトなど、きちんと点検して交通事故のない 

ようにしてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校だより 

平成２７年６月号 №258 より 

『梅雨（つゆ）』本番！ 

校内大会結果 

◇ソフトボール 

１位 新万わかば 

２位 あけぼの・朝日が丘 

３位 南新万 

◇キックボール 

１位 ３町合同チーム 

【参考】学年到達目標 

 １年…ふし浮き・けのび 

 ２年…面かぶりクロール７ｍ 

３年…クロール１５ｍ 

４年…クロール２５ｍ 

５年…クロール５０ｍ・平泳ぎ２５ｍ 

６年…クロール５０ｍ・平泳ぎ５０ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ                  公民館長 吹揚克之 

友達からサクランボが届いた。箱に赤い実の絵と、「みずみずしくて果汁たっぷりの山形名産のさくらんぼ。口

中に広がるさわやかな酸味と甘味をどうぞお楽しみにください。」のメッセージがかいていた。孫が一口して、「う

ちもサクランボの樹を植えよう」と。看板通りのなかなかの味。昨年豪雨に見舞われた山形からの贈りものであ

った。あちこちで豪雨が発生。体調管理にお気をつけください。 

●田辺東部校区協議会開催(27 年 6 月 2 日実施)   【アガパンサス南アフリカ原産 ６月２１日撮影】 

 校区協議会は田辺東部小学校を中心に学校

職員、育友会長、4 町町内会長、補導員、民

生児童委員、交通指導員、公民館職員で構成

している。活動報告と決算報告があり、続い

て本年度の活動と、予算案を審議した。他に

田辺東部小、東陽中、高雄中学校から児童・

生徒の様子について報告があった。決定事項

のひとつは、夏休み中の巡視は本年も行うということであった。質疑応答の中では、スクールカンセリング(悩み

ごとの相談に応じてくれる相談員)に関してのこと、中学・高校生徒の交通規則の遵守、規則と取り締まりの強化

について出た。また、4 町に公園が 12 箇所ある話もあった。 

●ひがし公民館協力委員会開催(27 年 6 月 19 日実施) 

 26 年度の事業報告と決算報告があった。次に 27 年度の事業計画と予算案を審議した。これは、前号で報告し

た文化委員会、体育委員会を受けたもので、内容はそれの総括である。従って、会の構成は 4 町内会長をはじめ

学校代表、文化・体育委員会委員、敬老会代表、生涯学習人権推進委員、公民館職員等、34 名による。主な行事

は 1)夏休みのこども教室は 3 回実施。2)文化では、趣味の作品展は 10 月 25 日に、ふれあい祭りは 11 月 15 日に

実施、囲碁大会。3)体育では、走ろう・歩こう会は 1 月 3 日、ゴルフ大会 3 回、ソフトバレー親善交流。・・・等々。

委員から、地域の人に公民館活動にもっと参加してもらうように、との声があった。 

●ひがし防災連絡協議会の開催(27 年 7 月頃予定) 

防災関係の事業については、協議会を開催し、本年度の取り組みについて審議、決定する予定である。 

●こどもの登校指導(写真は 27 年 6 月 1 日朝 撮影) 

 何時もながら児童の登校時間に、横断歩道の利用をご指導頂きまして

ありがとうございます。写真の箇所だけではなく、町内のあちこちでご

指導して頂いていますので、感謝の意を込めてご紹介します。交通指導

員のおじさんの話では、毎月 2 回(1 日と 15 日)立ち、25 年になると話し

ていました。保護者のみなさん、地域のみなさんありがとうございます。 
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ひがし地区 人口および世帯数（5月末現在） 

人  口 6,430 人 2,931 世帯 
 

（男 性） 3,030 人 
 

（女 性） 3,400 人 

 



 

 

■日 時：平成 27 年７月６日（月）午後１時 40 分～午後２時 40 分 

■場 所：東陽中学校体育館 

■講 師：川瀬

かわせ

 基

き

公子

く こ

（総務省近畿総合通信局情報通信部電気通信事業課利用環境担当） 

■内 容：一般財団法人マルチメディア振興センターが講師を派遣して行う e-ネット安心講座。ケータ   

     イ依存、ネットいじめ、ネット誘引、ネット詐欺など生活に迫る危機の実態を正しく知り、 

予防と対策法を学びます。 

■対 象：中学生、保護者、地域の方 

■主 催：東陽中学校・東陽中学校育友会・東部公民館・中部公民館・南部公民館・ひがし公民館 

 

 

 

■会期   ◇第１期 10月９日㊎〜10月11日㊐ 洋画・写真・陶芸・日本画・工芸の部 

          ◇第２期 10月16日㊎〜10月18日㊐ 書・彫塑・生花の部 

■場所時間 紀南文化会館 ９時〜19時 ※各期最終日の11日㊐、18日㊐は17時まで 

■募集作品 洋画・書・写真・生花・彫塑・陶芸 

■応募資格 市及びその周辺に住所又は本籍を置く方、又は勤務されている方（中学生以下は除く。）

応募希望者は、作品１点につき５００円（ただし、高校生は無料）を添えて、下記の日時

に紀南文化会館各受付会場へ、９時から17時までに直接お持ち込みください。 

◇洋画 10月５日㊊ １階「展示ホール」  ◇写真 10月５日㊊ ４階「研修室」 

◇陶芸 10月５日㊊ ４階「小ホール」   ◇書  10月12日㊊ １階「展示ホール」 

◇彫塑 10月12日㊊ ４階「研修室」 

   なお、「生花」は事前申込みが必要です。９月11日㊎までに、ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号 

  をご記入の上、田辺市教育委員会文化振興課へお申し込みください。（45人を超えた場合、抽選となり 

ます。）活け込みは、10月15日㊍９時から12時まで紀南文化会館４階「小ホール」です。 

※開催要項、出品票など詳細については、田辺市教育委員会文化振興課（�26-9943）までお問い合わ

せください。 

 

■ 

■夏の星座 

日時：７月１８日（土）１９時３０分～２１時 

持ち物等：筆記用具、望遠鏡や双眼鏡があれば持ってきてください 

■昆虫の採集と標本の作製 

日時：７月２５日（土）９時３０分～１６時 

持ち物等：弁当、飲み物、筆記用具、採集用具、ビニール袋 

■植物の採集と標本の作製                       ■粘菌の観察 

日時：７月２６日（日）９時３０分～１２時   日時：７月２６日（日）１３時３０分～１６時 

持ち物等：筆記用具、採集用具、ビニール袋   持ち物等：筆記用具、採集用具、ビニール袋 

参加対象は小・中・高校生・一般（※小・中学生は保護者同伴でお願いします）で参加費は無料です。 

お申し込み、お問合せはふるさと自然公園センター（�２５－７２５２）までお願いします。 

 

ケータイやパソコンを安心、安全に使うことを学ぶ講座ケータイやパソコンを安心、安全に使うことを学ぶ講座ケータイやパソコンを安心、安全に使うことを学ぶ講座ケータイやパソコンを安心、安全に使うことを学ぶ講座    

第第第第６２６２６２６２回回回回    田辺市美術展覧会の開催と作品募集について田辺市美術展覧会の開催と作品募集について田辺市美術展覧会の開催と作品募集について田辺市美術展覧会の開催と作品募集について    

ふるさと自然ふるさと自然ふるさと自然ふるさと自然公園センター公園センター公園センター公園センター    自然観察教室のご案内自然観察教室のご案内自然観察教室のご案内自然観察教室のご案内    

 

 

 

 

 『公民館併設型の中学校における学社融合事業の推進 

 本校と東部公民館、南部公民館は、本年度より３カ年、田辺市教育委員会から田辺市教育研究校指定を受けま

した。この研究指定は、学校と公民館が連携して学社融合の推進を図り、学校の教育活動と生徒の学習活動を充

実させていくことを目的とした取り組みです。これまでの学社融合の取り組みを見直し、さらに充実・発展させ

るとともに、新しい取り組みも実践していきたいと考えています。保護者の皆様、地域の皆様、ご理解ご協力を

よろしくお願い申し上げます。  

東陽中学校・学校だより 

７月号 平成 27 年 6 月 26 日 

学校支援ボランティア 

 昨年度より、学校支援ボランティアの方々に協力して

いただく取り組みを始めています。今年度も次の取り組

みを始めています。 

【【【【図書図書図書図書ボランティアボランティアボランティアボランティア】】】】 

 図書室の本の整理を中心とした作業に、４名の図書ボ

ランティアの方々が取り組んでくれています。新刊図

書、既存の図書の分類整理、おすすめの本の紹介など、

図書室の環境づくりを行ってくれています。 

【【【【家庭科家庭科家庭科家庭科のののの調理実習調理実習調理実習調理実習】】】】 

 ２年生の家庭科の調理実習に、地域の方々が協力して

くれています。６月２日(２年生２組)、６月４日(２年

生３組)の「地域の食材を生かした調理」の授業に、南

部公民館内の磯間地区の方々(お魚ママさん)８名が協

力してくれました。生徒たちは、「魚の三枚おろし」を

体験しました。２学期には、昨年度から指導してくれて

います東部公民館内の地域の方々に協力していただい

て、２年１組と２年４組の調理実習を行う予定にしてい

ます。 

【【【【バラバラバラバラ園整備作業園整備作業園整備作業園整備作業】】】】 

 学校の中庭にバラが植えられていますが、かつてのき

れいなバラ園を復活させたいということを目標にバラ

園整備作業を開始しました。１年生３クラスと地域の

方々に参加していただき、３時間の作業を行いました。

中庭の円形花壇からのバラの移植、円形花壇を掘り起こ

して肥料を入れる土地改良、新しいバラの苗植えを行い

ました。３時間の作業では足りない作業は、６月２０日

(土)に地域の方々が行ってくれました。６月２３日(火)

に、中庭の円形花壇と生徒用玄関の花壇に新しいバラの

苗が植えられました。整備計画、整備作業手順の作成、

当日の作業まで、たくさんの地域の方々にご協力をして

いただきました。また、１年生もクラスごとに、それぞ 

れの仕事を一生懸命に行うことができました。 

◎バラ園の整備作業を終えて(生徒の感想から) 

 バラの作業をして、私はよかったと思います。公

民館の方々と一緒になって中庭をバラできれいにす

るということは、道徳で勉強した「町内会デビュー」

の話と似ています。だから、あの話のように公民館

の方々と協力し合い、一つのことに取り組むことが

できたと思います。この作業のように、もっともっ

といろんな場面で公民館の方々と協力し合っていき

たいです。(１年女子) 

２２２２年生年生年生年生、、、、職場体験職場体験職場体験職場体験がががが終終終終わりましたわりましたわりましたわりました！！！！ 

 ６月１７日から１９日の３日間、２年生は地域の

職場体験学習に取り組みました。オフィスメイトの

坂本昇子先生を講師にお招きして行った「ビジネス

マナー講習会」など、事前学習に取り組んで実施し

ました。今年度は４６カ所の事業所の皆様にご協力

いただきました。生徒たちのために本当にありがと

うございました。 

各種大会の結果 

【卓球部】 

 和歌山県中学校春季卓球大会 

  女子ダブルス 準優勝  原田珠里・佐野夏希   

                       おめでとうございます！ 

【野球部】 

 第５回植田幸弘杯野球大会 

   優勝  東陽中学校野球部 

 第２回紀州熊野カップベースボールフェスタ 

      ３位  東陽中学校野球部 

                       おめでとうございます！ 

※３年生にとって最後の中体連大会が、７月１１日

(土)から開催されます。期末テストもあるので練習

できる日は残りわずかです。ベストの状態で大会に

臨んで下さい。応援よろしくお願いします。 


