
新年新年新年新年、、、、あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます    

本年本年本年本年もどうぞよろしくおもどうぞよろしくおもどうぞよろしくおもどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします    
さて、１月は旧暦では「睦月」といいます。１月には、親類・知人が 

互いに往来し、仲睦まじくする月「むつびつき」が語源とされている説があります。 

また、「新年を迎え、人々が仲良くするように心を改める月」という意味もあるそうです。１月は、英語では

January といいますが、ローマ時代のヤヌス（Janus)神が語源で、その神は「過去を反省し、未来にがんばろ

うとする人間」を助けてくれるのだそうです。ですから、１月は「前の年を反省し、新しい年に何かを心に誓

う」ということではないでしょうか。「１年の計は元旦にあり！」目標・計画をしっかりと持って、自身にとっ

て、いい１年にしたいものです！！ 

 
『学校評価アンケート』のお願い 

年が明け、本年度もあと３ヶ月足らずとなりました。 

 本校では、今年度に学校が取り組んでまいりました様々な教

育活動について、保護者の皆様に評価をしていただく「学校評

価アンケート」を毎年実施しています。 

 今年度のアンケートについては先日すでに配布させていた

だきました。（兄弟姉妹がおられるご家庭には１部のみの配布

としています）アンケート用紙の取組例を参照していただき、

保護者の皆様方に率直な評価をしていただければと思ってい

ます。よろしくお願いいたします。皆様からいただいた回答を

集計し、次年度の学校経営の具体的な努力目標とするなど、保

護者の皆様のご期待に少しでも沿える教育活動が実践できる

よう、真摯に受け止めさせていただきたいと考えております。 

 お手数ですが、ご記入後は封筒に入れ、１月２２日（金）ま

でに各担任にご提出くださいますようお願いいたします。 

 
          

 
行事の欄に載せてある安全に向けての取り組みについての

お知らせとお願いです。 
＊あけぼの安全パトロールとは 

  平成１７年、田辺東部小学校区の健全育成と 
安全を守るために発足しました。パトロール隊 
員は田辺市東部補導委員、あけぼの町内会、自 
主防災会、警察ＯＢ等から構成され、毎月第１ 
金曜日午後９時～１０時ごろまでパトロールします。田辺工業

高校と田辺東部小学校の職員も交代で参加しています。 
＊生指ＦＷ（フィールドワーク）とは 

  本校の職員が放課後の子どもたちの遊びの様子や危険箇所

がないかどうか見回っています。保護者や地域の皆様も気にな

ることがあれば学校まで連絡をください。 
＊子どもクラブ駅伝大会に向けて 

１月３１日（日）に予定されている「子どもクラブ駅伝大会」

に向けて、子どもクラブが本校運動場を使って練習しています。

学校へ遊びに来た人で運動場を使う場合には、お互いに十分気

をつけて使うようにお願いします。 
＊ひがしコミュニティセンターの工事について 

２月１３日（土）まで，ひがしコミュニティーセンターで

太陽光発電・蓄電設備工事を行っています。それまではサブ

グラウンド（土の部分）が使えません。ご了承ください。 
 

2 月の主な行事 

1 日（月）明るい笑顔街いっぱい運動 

登校指導  

６年生を送る会 

６年生中学校説明会 

2 日（火）放送集会(３年生便り) 

サッカー大会(たんぽぽ学級) 

     クラブ活動(３年クラブ見学)  

育友会常任委員会 

4 日（木）全校集会 学年会費集金日  

5 日（金）あけぼの安全パトロール 

6 日（土）書初会中央展（～７日（日）） 

8 日（月）６年「薬物乱用防止教室」 

9 日（火）児童会前期役員選挙  

ＡＬＴ（３年６年たんぽぽ学級） 

２年「みんな大事な子」 

10 日（水）読み聞かせ（たんぽぽ１２３年） 

     ４年「福祉学習」(社会福祉協議会) 

11 日（木）建国記念の日 

12 日（金）５年「情報モラル教育」 

      オールとうぶ読書の日 

13 日（土）書初会金賞展（白浜町立体育館）

～14日（日） 

15 日（月）登校指導 安全点検 生指ＦＷ      

      喫煙防止教室(５年) 

16 日（火）委員会活動 代表委員会 

17 日（水）読み聞かせ（４５６年） 

18 日（木）放送集会 育友会費集金日 

      にこにこ相談 

19 日（金）ＡＬＴ（５年６年） 

23 日（火）児童集会 

25 日（木）お話キャラバン（１年２年） 

      にこにこ相談 

26 日（金）６年参観日(お別れ会食会) 

29 日（月）ＡＬＴ(４年５年) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校だより 
平成２８年１月号 №265 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ              公民館長   吹揚克之 

 春を思わす陽気な日があったり、一転して寒気が襲来したり、体調管理のむずかしい近頃です。お元気にて 2

月を迎えられましたか。本で以下のことを拾ってみました。2 月 1 日は「はつついたち」、年祝の日、厄除けの日

ということで男女厄年の人の祝いをする。餅をつき、正月を祝いなおすということです。2 日は「ふつかきゆう(や

いと)」の日です。3 日は節分で、これは冬と春の季節の分れ目ということです。「節句」は、もとは「節供」であ

ったようです。「節」に同じものを飲み、同じ物を食べることによって目に見えない連鎖をつくるというわけです。

4 日は立春、春です。6 日は初午(はつうま)です。8 日は「ことはじめ」です。旧正月です。農作業の始まりです。

いよいよ本格的に日ざしが明るくなってきます。流感にお気を付けください。(『年中行事図説』、『運勢暦』) 

●第 27 回新春走ろう、歩こう会(平成 28 年 1 月 3 日実施) 

 前日の雨で東部小学校のグラウンドが湿っていたり、水たまりもあって、条件がいいというのではなかったで

すが、正月早々の行事にもかかわらず競技に 65 名の方が参加してくれました。世話人の数を入れますと、70 余

人の規模の競技でした。今年は旧来の同じ円周を重ねて走るルーレット方式は、運動場を回る回数の数えに錯誤

が生じやすいということで、ルールを改正しました。距離は短くなりましたが、単純、明解で混乱なく実施でき

ました。事務局の設定した時間に近いタイムでゴールした人を入賞者と決めていますので、入賞者は全部で 36 人

でした。競技の終了後、集会場で大人も子供もゲームで楽しみました。賞品はなかなかのいいもので、上位に入

った小学生は喜んでいました。中には昨年も今年もいい景品が当たったラッキーな児童もいたようです。 

●平成 27 年度第 2 回公民館主催グラウンドゴルフ大会(平成 28 年 1 月 9 日実施) 

 春を思わすような穏やかな暖かい日でした。競技に熱中していると歳を忘れます。参加者 29 名でした。例によ

って 1 番ホールから 12 番ホールまで、ショットの距離は長くて 50m、

短い距離で 8m ぐらい、世話人さんがグラウンド整備から、ゴール設定

などもきちんとしてくれます。競技は 1 グループ 5 人で、1～12 までの

コースを、順を追って巡回します。今回はリボン賞(リボンの付いたゴ

ールに一打で入る)の人は 1 人、白石道子さんでした。優勝は庄司和美

さん、準優勝は池添希伊子さん、3 位は白石道子さんでした。川辺弘嗣

さんは同点 3 位で、優先順位原則により番外になりました。庄司さんは

第 1 回大会でも入賞しています。 

●成人の日の記念式典(平成 28 年 1 月 10 日実施)              【【【【上位入賞者上位入賞者上位入賞者上位入賞者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん】】】】    

平成 28 年の成人式出席対象者は、田辺市では 734 名いました。その中、654 人参加しました。着物姿の娘さん

たち、男性にも和服着用の人もいました。20 歳といってもまだ少年少女の面影の残る雰囲気でした。市長式辞で

真砂充敏市長は、今年は全国的にみて、成人になった人数は、昨年に比べ５万人減っています。その分活動の場

が広がっています。活動のチャンスが多いということです。しかしチャンスは向こうからチャンスです、と声を

掛けてくれない、無言でやってきます。チャンスを自分で掴んでくれることを祈念します。と述べていました。 

平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年２２２２月号月号月号月号    （（（（２０１２０１２０１２０１６６６６年年年年））））                                                                公民館公民館公民館公民館たよたよたよたよりりりり 
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ひがし地区 人口および世帯数（12 月末現在） 

人  口 6,399 人 2,919 世帯 
 

（男 性） 3,021 人 
 

（女 性） 3,378 人 
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東部・南部・ひがし公民館では、３公民館合同の『ソフトバレーボール親善交流大会』を開催します。参

加費は無料で、東部・南部・ひがしの公民館区にお住まいの方ならどなたでもご参加いただけます。多くの

チームの参加をお待ちしています。 

■日 時  平成２８年２月１４日(日) 

  午前８時３０分 受付 ９時開会 

■場 所  田辺東部小学校 体育館 

■競 技  ①女子の部   ②男女混合の部 

       ※参加人数により変更となる場合があります 

■試 合  リーグ戦形式 １１点３セットマッチ   

■資 格  東部・南部・ひがし公民館区在住の方   

■申込み  ２２２２月月月月８８８８日日日日（（（（月月月月））））午後午後午後午後５５５５時締切時締切時締切時締切       

■お問合せ ひがし公民館 �２２－２０８８   東部・南部公民館 �２５－０３６０ 

 

 

和歌山県選挙管理委員会では、児童・生徒が明るい選挙を願う心を率直に表現したポスターを展示し、

明るい選挙推進運動の一助とすることを目的に展示会を開催します。 

■展示場所 

田辺会場  田辺市文化交流センター たなべる（田辺市東陽３１番１号） 

■展示作品 

     平成２７年度明るい選挙啓発ポスター県審査入選・佳作作品を展示 

（注）田辺会場では田辺市の入選・佳作作品を展示（１１点） 

■展示期間 

平成２８年２月６日（土）～２月１４日（日） 午前９時３０分から午後７時３０分まで 

   （ただし２月７日（日）、１１日（木）、１４日（日）は午後６時まで、２月８日（月）は休館日） 

 

  

 

 

ひがしコミュニティセンターでは、２月１３日（土）まで

の間、太陽光発電・蓄電設備工事を実施しています。 

工事期間中は工事関係車両が往来することがありますので、

通行には充分注意してください。 

工事に伴い、センターに隣接する田辺東部小学校サブグラ

ウンドへの立ち入りはできませんのでご了承ください。 

 また、工事に伴う騒音等が予想されます。周辺にお住まい

のみなさま、ひがしコミュニティセンターをご利用のみなさ

まにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いい

たします。詳細については、ひがし公民館までお問合せくだ

さい。 

【お問合せ】ひがし公民館 �２２－２０８８ 

明るい選挙啓発ポスター入選・佳作作品展示会明るい選挙啓発ポスター入選・佳作作品展示会明るい選挙啓発ポスター入選・佳作作品展示会明るい選挙啓発ポスター入選・佳作作品展示会    

ひがし・東部・南部公民館合同ひがし・東部・南部公民館合同ひがし・東部・南部公民館合同ひがし・東部・南部公民館合同    親善ソフトバレーボール大会親善ソフトバレーボール大会親善ソフトバレーボール大会親善ソフトバレーボール大会    

ひがしコミュニティセンひがしコミュニティセンひがしコミュニティセンひがしコミュニティセンターターターター太陽光発電・蓄電設備工事太陽光発電・蓄電設備工事太陽光発電・蓄電設備工事太陽光発電・蓄電設備工事についてについてについてについて    

 

 

 

３３３３学期始業式式辞学期始業式式辞学期始業式式辞学期始業式式辞            学校長学校長学校長学校長    佐武佐武佐武佐武    正章正章正章正章    

みなさん、明けましておめでとうございます。平成２８年（２０１６年）が始まりました。

今年の干支は、申（さる）です。昔から申年は、“災いが去る”と言われ縁起の良い年と言い

伝えられています。また、これまで努力してきたことが実を結ぶ年になることから「成就や成

功」の意味を表すそうです。私たちも、日々の努力を積み上げ、自分の大きな目標を成し遂げたいものです。 

また、今年は皆さんも知っていると思いますが、夏に南米初のオリンピックがブラジルで開かれますし、今年

は４年に一度の閏（うるう）年でもあります。閏年とは、地球が太陽を回る公転のズレを調整するために、４年

間で一日を増やす年のことを言います。よって、２月は２９日あります。つまり、今年は、１年が３６６日ある

年になります。今年は、特別な年になりそうな予感がしますね。 

さて、今日から３学期がスタートします。１年生は学習と部活の習慣化が図れるようになってきました。２年

生は学校を引っ張っていくリーダーとして、文武両道の力がついてきました。１・２年生は今年度の仕上げをし

っかり行うと共に、次の学年に向けて実力をつける大事な時期にして欲しいと思います。３年生は、３月８日の

卒業式と１０日の高校入試があと２ヶ月に迫り、九年間の義務教育の締めくくりをする大事な時期となります。

そして３年生の皆さんが、目標をもって受験勉強にしっかりと励み、春には自分の進路を実現し、すてきな花が

咲かせられるようにして欲しいと願います。受験は東陽中の３年生全員が立ち向かう団体戦です。一人だけが苦

しく、しんどいのではありません。皆で力を合わせて乗り越えていきましょう。ここで、１・２年生の皆さんと

先生方で、３年生に激励の拍手を贈りましょう。３年生の皆さん、精一杯頑張って下さい。 

最後に、日光東照宮の彫刻で有名な３匹の猿は、それぞれ目と耳と口を押さえ、「見ざる、聞かざる、言わざる」

のポーズをしていますが、今年の東陽中の生徒は、積極的に「見よう、聞こう、言おう」の姿勢で、表現力を身

につける年にしてもらいたいと思います。 

玄関前に今年度当初に示した凡事徹底を貼っています。そこに書かれた３点が、自分としてこ

の一年間にできたかどうか確認する３学期にしてもらいたいと思います。 
 

 

東陽中学校・学校だより 

1 月号 平成 28 年 1 月 22 日 

合唱部、ＭＢＳで優秀賞受賞！ 

 合唱部は、１２月２５日(金)、兵庫県池田市で開催

された『平成２７年度こども音楽コンクール西日本

優秀校発表音楽会』に出場しました。合唱部門と重

唱部門に出場し、どちらも優秀賞を受賞しました。

３年生の部員にとっては、この発表会が中学校生活

最後の演奏でした。この１年間、３年生中心に素晴

らしい歌声を聴かせてくれました。ありがとうござ

いました。 

 

アンサンブルコンテスト田辺西牟婁地区予選 

 吹奏楽部は、１２月２３日(水)、紀南文化会館で開

催されたアンサンブルコンテストに１，２年生で出

場しました。管楽七重奏で金賞、管楽打楽器八重奏

で銅賞を受賞しました。おめでとうございます。 

駅伝部、全力で頑張りました！ 

【田辺西牟婁中学校駅伝競走大会 12/19】 

 ◎男子の部 第２位  

  ３区２位：重石卓哉 ４区２位：吉川雄人 

  ６区２位：根岸大悟 

 ◎女子の部 第２位 

  １区１位：山本千聖 ２区２位：尾谷夏泉 

  ３区１位：天野美生 ４区２位：住山海音 

    ５区２位：野田怜由 

【第４９回紀南中学校新人駅伝競走大会 1/17】 

 ◎男子の部 第３位 

  １区３位：山本涼介 ４区２位：豐嶋悠斗 

  ５区２位：吉川雄人 

 ◎女子の部 第２位 

  ２区３位：尾谷夏泉 ３区１位：住山海音 

  ４区３位：野田怜由 ５区２位：天野美生 


