
もうすぐ２もうすぐ２もうすぐ２もうすぐ２学期学期学期学期のスタートですのスタートですのスタートですのスタートです！！ 

本日は全校登校日でした。教室に、校庭に、子どもたち

の元気な声が響いていて、休み中で少しさびしかった学校

も久しぶりに活気のある一日になりました。 

さて、２学期は気候も良く、学習面・体力面・生活面の

それぞれで大きく成長することが期待できます。運動会を

はじめ様々な行事がありますが、心も体も健康に、一つ一

つの行事に元気いっぱい取り組んでもらいたいものです。 

長かった夏休みも終盤を迎え、生活のリズムを崩した人

は早く元に戻し、新しい気持ちで２学期がスタートでき 

ますようにご家庭でも配慮していただ 

きますとともに、２学期も皆様のご支 

援ご協力をお願い致します。    

『『『『東部東部東部東部っっっっ子子子子をををを育育育育てるてるてるてる会会会会』』』』（（（（地区懇地区懇地区懇地区懇））））    

～ご参加ありがとうございました～ 

 ７月２８日（火）に開催しました『東部っ子を育てる会』

（地区懇）には、約８０名の方々にご参加をいただきまし

た。ありがとうございました。 

 今年度は「住みよいまちで育てよう！東部っ子」という

テーマを設けて、学校・地域・保護者の方々と話し合いを

持ち、多くのご意見をいただきました。その中で、電話連

絡網についてのご意見がありました。早速、職員・育友会

本部役員で検討いたしました。そして迅速かつ確実な伝達

方法として、現行のメール連絡システムを利用していくこ

とにいたしました。昨今の個人情報にかかわる事案も考     

慮し、ご理解・ご協力をお願い 

いたします。その他のご意見に 

つきましても、これから十分協 

議して今後の教育活動に生かし 

ていきたいと考えております。 

町内会長様をはじめ、民生児

童委員のみなさま、公民館並び

に各町内会の皆様方にはご出席

いただきまして本当にありがと

うございました。今後とも、「心

豊かな東部っ子」を育むための

お力添えをよろしくお願いいた

します。 

―――― 頑張頑張頑張頑張ったったったった郡水泳大会郡水泳大会郡水泳大会郡水泳大会 ―――― 

 ８月７日に鮎川小学校プールにて、田辺・西牟婁小学

校水泳大会が開催され、５・６年生３７名が自己ベスト

を目指して泳ぎました。苦しかった 

練習や大会に参加したことは、２学 

期につながる貴重な体験になると思 

います。 

    

『『『『第第第第３７３７３７３７回秋季運動会回秋季運動会回秋季運動会回秋季運動会』』』』のごのごのごのご案内案内案内案内 

 

 ９月２０日（日）に運動会を行います。一人ひと

りが最善を尽くし、協力して創り上げる運動会には

教育的価値があります。どうか温かいご支援とご協

力をよろしくお願いします。 

 ※２０日が雨天等の場合はその日はお休みとし、

運動会は順延となります。 

子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの環境整備環境整備環境整備環境整備をををを親親親親のののの手手手手でででで！！！！     

 去る８月１６日(日)、年に一度の整備作業を行い

ました。お盆明けの日曜日にもかかわりませず、早

朝より大勢の保護者と６年生児童のみなさまにご

参加いただき、日頃職員と児童だけでは手が回り切

らない部分を中心に整備していただきました。子ど

もたちの学習環境がこの上なく 

整えられ、２学期を気持ちよく 

迎えることができます。本当に 

ありがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪入賞者の紹介≫ 

 男子１００ｍ自由形  １位 山本 智己（６年） 
男子１００ｍ自由形  ５位 清野 桂大（５年） 

 男子 ５０ｍ自由形  ２位 松田 千空（６年） 
男子 ５０ｍ平泳ぎ  ６位 吉川 慶人（６年） 
男子 ５０ｍ背泳ぎ  ２位 三川 士憧（６年） 
男子 ５０ｍ背泳ぎ  ４位 楳澤 晃太（６年） 

 男子 ５０ｍ背泳ぎ  ６位 上村 隼磨（５年） 
男子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ６位 三浦 大悟（６年） 

 男子２００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ  １位 三川・吉川・山本・松田 
  男子２００ｍフリｰﾘﾚｰ  １位 三川・吉川・松田・山本 

女子１００ｍ自由形  ４位 中圖 仁南（６年） 
女子 ５０ｍ平泳ぎ  ２位 荒堀 由樹（６年） 
女子 ５０ｍ平泳ぎ  ４位 渡瀬 倫菜（６年） 
女子 ５０ｍ平泳ぎ  ５位 上村ひなた（６年） 
女子 ５０ｍ平泳ぎ  ８位 菅原 美咲（６年） 
女子 ５０ｍ背泳ぎ  ２位 小川 万智（６年） 
女子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ６位 田中 茉弥（６年） 
女子 ５０ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  ７位 辻  涼花（５年） 

 女子２００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位 小川・渡瀬・中圖・荒堀 

 女子２００ｍフリｰﾘﾚｰ  ３位 小川・上村・荒堀・中圖 

 

田辺東部小学校だより 

平成２７年８月号 №260 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ                  公民館長 吹揚克之 

東陽中学校の合唱部から礼状が届きました。「いつも練習に集会場をお借りすることができたお蔭で金賞をとり

ました。本当にありがとうございました。」とありました。9 月には近畿大会に県代表で出場するそうです。ふる

さとは皆さんの応援団です。今年は台風のあたり年のようでダブル台風が 2 度やって来ました。お気を付けくだ

さい。以下は報告です。            【【【【右写真右写真右写真右写真：：：：夜間巡視夜間巡視夜間巡視夜間巡視へへへへ出発出発出発出発】】】】 

●ひがし地区夜間巡視(7 月 24 日～8 月 28 日実施) 

夏季休暇中、5 回実施した。1 組 12、3 人で編成。2 班に分かれ、町内を巡視。

今年は公園にも注視。晴天で 5 回完全実施できた。ご協力感謝します。 

●田辺市環境美化連絡協議会(7 月 31 日) 

総会を開催。決算と予算の審議並びに 27 年度の事業内容を決定した。電気の節約と夏場の打ち水運動に協力と、 

国体開催に伴う競技会場周辺の美化について要請があった。          【【【【下写真下写真下写真下写真：：：：体験体験体験体験教室教室教室教室のののの様子様子様子様子】】】】 

●田辺市敬老行事説明会開催(8 月 5 日) 

内容は、①市と町内会連協との委託契約締結について、②敬老行事に 

は 9 月 21 日を中心に各地区で実施のこと、③敬老祝い金を支給する(喜寿、米

寿、白寿、長寿)等であった。 

●田辺市学社融合夏季研修会開催(8 月 9 日) 

冒頭、田辺市は全国にさきがけて「学校と公民館(地域)が連携し、学社融合事

業を推進してきたのでいっそうの活動を期待する旨の挨拶があった。実践報告

は①鮎川ふれあいスクール②東部ウオークラリー③衣笠ポンチ、であった。3 地

区ともよく取り組んでいた。 

●大人・子ども体験教室の実施 

①木工教室(8 月 2 日 講師濱崎茂氏 参加 7 名) 木片を指示に従い組み立て、

ボンドで固定、銃身を作る。銃の先端からゴム輪を手元の引き金の箇所まで引

き伸ばし回転板にかける。5 連発銃を完成。 

②版画教室(8月 9 日 講師山田清氏 参加 17名) 葉書大のゴム板に絵を描く。

彫刻刀で彫る。インクをつけて擦る。下絵にパンダ、サメ、花などがあった。 

③科学教室(8 月 23 日 講師沖見衛氏 参加 9 名) 実験㋐1 円玉を綿棒で誘導

する。実験㋑ロケットロケットロケットロケット フイルムケースに入浴剤、水を加え発射する。炭酸ガス

の噴射で 10m ほど飛ぶ、実験㋒アイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリーム 牛乳 180cc に砂糖小さじ 5 杯程度、－19℃の氷で冷やす、おい

しいアイスクリームができる。 尚、作業風景について、コミセンにてカラー写真で掲示しています。 

●「災害時の避難所開設にあたって」(8 月 22 日) 

主催田辺市人権擁護連盟。東日本震災での身体障害者のようすについて等ビデオ観賞と標記の講演があった。 

平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年９９９９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（7月末現在） 

人  口 6,414 人 2,928 世帯 
 

（男 性） 3,026 人 

 

（女 性） 3,388 人 



     

 

ひがし公民館では、第６０ 

          回親善囲碁大会を下記のとお 

          り開催します。ご近所・ご友 

          人お誘いあわせの上、お気軽 

にご参加ください。 

 

○日 時 平成２７年１０月１８日（日） 

受付   午前９時  

対局開始 午前９時３０分 

○場 所 ひがしコミュニティセンター  

○参加費 １，５００円 

○申込み  

１０１０１０１０月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））までまでまでまで 

住所・氏名・電話番号・段級を下記事務局ま 

でお申込みください。 

○その他 段・級に分かれてのリーグ戦 

○事務局 ひがし公民館 �２２－２０８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひがし公民館では、１０月２４日（土）、２５日（日）

に恒例の「趣味の作品展」を開催します。日頃の文化

活動や家庭での趣味の作品など、是非この機会にご披

露ください。多くの出展をお待ちしております。 

○日 程  

１０月２４日（土）午前９時～午後８時３０分 

１０月２５日（日）午前９時～午後４時 

○場 所  

ひがしコミュニティセンター １階 大集会室 

○内 容  

文化作品の展示（例：絵画 書 アクセサリー 

花 人形 セーター類（洋服）置き物 等） 

○締 切  

１０月９日（金）午後５時 

ひがし公民館（�22-2088）まで 

お申込みください。 

 

 

田辺市生涯学習課では、子育て講座を開催します。   ※全て午前 10：00～12：00 

 日程 テーマ 内容 場所 講師 

第１回 10 月 24 日㊏ 

 

カプラで遊ぼう 「親子で楽しく 

ふれあおう」 

市民総合センター

１階機能訓練室 

トイランドヨネクラ 

米倉千景 氏 

第２回 11 月 14 日㊏ 親子の 

ふれあい体操 

「親子で仲良し 

エクササイズ」 

市民総合センター

１階機能訓練室 

ﾊｰﾄｳｨﾝｸﾞ関西支社 

佐藤 孝 氏 

第３回 12 月 5 日㊏ 子育てを 

楽しもう 

「楽しく子育て！ 

今を大切に」 

市民総合センター

２階交流ホール 

ちひろ助産院 

助産師 大平昌子 氏 

第４回 1 月 24 日㊐ 

 

子どもの 

生活習慣の確立 

子どもの笑顔を作る 

「早寝！早起き！ 

朝ごはん！」 

万呂コミュニテセ

ンター  

３階大集会室 

小児神経学クリニック 

星野恭子 氏 

第５回 2 月 21 日㊐ 身体をほぐして

元気になろう 

 

お父さん 

出番ですよ 

「楽しいヨガ教室」 

 

 

お父さんと作ろう 

「パパッとメニュー」 

市民総合センター

１階機能訓練室 

 

市民総合センター

４階調理実習室 

ヨガインストラクター 

山田公美 氏 

 

おやじプロジェクト 

佐武範一 氏 

■参加費 無料 ただし、第５回講座の「パパッとメニュー」へ参加される場合のみ食材費 500 円 

■対 象 田辺市に在住の方 

■定 員 先着順で３０組程度（親子もしくはご夫婦）とします。 

■申込み・９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに、、、、田辺市田辺市田辺市田辺市生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課（（（（0739073907390739----26262626----4925492549254925））））までまでまでまでおおおお申申申申しししし込込込込みみみみくださいくださいくださいください。。。。 

・一時保育を希望される方は、その旨を申し出て下さい。保育料は無料です。 

第６０第６０第６０第６０回ひがし親善囲碁大会回ひがし親善囲碁大会回ひがし親善囲碁大会回ひがし親善囲碁大会    趣味の作品展趣味の作品展趣味の作品展趣味の作品展    出展作品大募集！出展作品大募集！出展作品大募集！出展作品大募集！    

「「「「子育てのなかまの輪をつくろう」」」」～田辺市家庭教育支援講座～    

 

 

 

 

  夏の大会、運動クラブも文化クラブも頑張りました！ 

 ７月から８月にかけて、運動クラブも文化クラブも各大会にむけて全力で頑張りました。３年生にとっては、

３年間の努力の成果を披露する場になりました。それぞれの大会の結果に満足をした生徒も、悔しい思いをした

生徒もいます。中学生活最後の大会を終えた３年生は、次の目標に向けて残りの中学生活をさらに充実させてい

って下さい。また、２年生は、それぞれのクラブの中心として、新しいリーダーとして頑張ってくれることを期

待しています。  

東陽中学校・学校だより 

９月号 平成 27 年 8 月 25 日 

県中学校総合体育大会の結果 

【【【【女子女子女子女子バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール部部部部】】】】 

◎田辺西牟婁中学校総合体育大会で優勝した女子

バスケットボール部は、県大会に出場しました。県

大会では、１回戦、２回戦を勝ち進みました。近畿

大会出場権をかけた準決勝で、有田川町の吉備中に

敗れましたが、県大会３位入賞を果たしました。 

【【【【卓球部卓球部卓球部卓球部    男子団体男子団体男子団体男子団体】】】】 

◎田辺西牟婁中学校総合体育大会で団体優勝した

男子卓球部は、県大会に出場しました。県大会では、

１回戦、２回戦を勝ち進み、３回戦で敗れました。

その後、敗者復活戦を勝ち上がり、近畿大会出場権

をかけた試合で和歌山市の西和中に敗れましたが、

県大会団体３位入賞を果たしました。 

【【【【卓球部卓球部卓球部卓球部    個人個人個人個人】】】】 

◎男子３名、女子２名が県大会に出場しました。そ

の中で、原田珠里さんが女子個人５位に入賞し、奈

良県大和郡山市で行われた近畿大会に出場し健闘

しました。 

【【【【女子女子女子女子ソフトテニスソフトテニスソフトテニスソフトテニス部部部部】】】】 

◎郡大会で女子個人２位に入賞した松田真弥・杉野

京香ペアが県大会に出場し健闘しました。 

【【【【陸上競技部陸上競技部陸上競技部陸上競技部】】】】 

◎郡大会で３位以内に入賞した６名の生徒が県大

会に出場しました。その中で、共通女子８００ｍで、

天野美生さんが県３位に入賞し、奈良市で行われた

近畿大会に出場し健闘しました。 

第５１回県吹奏楽コンクール、金賞！ 

◎吹奏楽部は、８月７日、県民文化会館で開催され

た第５１回和歌山県吹奏楽コンクールに出場し、金

賞を獲得しました。 

県合唱コンクール、金賞！ 

◎合唱部は、８月５日、海南市で開催された県合唱コンク

ールに出場し、金賞を獲得しました。そしてさらに、県代

表に選出され、関西合唱コンクール(９月２１日に八幡市

で開催)への出場権も獲得しました。 

ＮＨＫ合唱コンクール、金賞！ 

◎合唱部は、８月１８日、紀南文化会館で開催された第８

２回ＮＨＫ全国音楽コンクール和歌山県コンクールに出

場し、金賞を獲得しました。また、９月５日(土)に大阪市

で開催されるＮＨＫ全国音楽コンクール近畿ブロックコ

ンクールへの出場権も獲得しました。 

東部・南部公民館、写真教室 

◎８月１８日(火)、東部公民館 

写真教室が行われました。この 

教室に、コンピュータ部と文芸 

部の部員が参加しました。東部 

・南部公民館区在住の写真愛好 

家の方々に、写真の撮り方や写真の構図について教わり、

校内のバラの花等を撮影しました。生徒が撮った写真は、

１０月３１日から開催される東部公民館写真展に出品し

ます。 

 また、コンピュータ部員は、８月２５日から５回開催さ

れる公民館の初級パソコン教室にも参加し、受講者の方々

にパソコン操作のお手伝いをしてくれます。 

【生徒の感想】 

 写真教室に参加して、分かったことがたくさんありまし

た。写真を撮る距離や光の明るさの度合いで、きれいさが

左右されるということです。とてもわかりやすく説明して

くれました。このことを日常生活の中でも使いたいと思い

ます。 (２年生男子) 


