
１年間のご支援とご協力 

   ありがとうございました！！ 

 

４月に新しい１年生をお迎えしたと思っていたのに、もう卒業の時を迎えました。３月

と言えば別れの季節。しかし、同時にそれは新しい旅立ちの季節でもあります。 

振り返ってみれば、この１年間、田辺東部小学校の子どもたちの活躍はすばらしいものでした。水泳や

陸上競技大会・子どもクラブ駅伝大会等の体育活動では、見事な結果を残してくれました。また、絵画展

や理科・社会科の作品展、書き初め競書会、やまなみ作文等の文化活動でもたくさんの児童が入賞しまし

た。全校的に取り組んだ各競技大会や作品展での入賞については全校集会(３学期はインフルエンザの関係で校長

室で表彰を行いました)で表彰を行っていますが、本年度、表彰を受けた児童はのべ１２０人もいました。表彰

された人はもちろんですが、どの児童をみても、目標に向かってがんばっていたと感じています。４月か

らは学年がまた１つ上がります。今年度の反省を生かして、さらに大きな目標を掲げてがんばってくれる

ことを期待しています。 

さて、過日ご協力いただきました学校評価アンケート結果についてですが、先日、集計結果と分析内容

を「平成２８年度学校評価（外部評価）アンケート結果について」のプリントを配布し、ご報告させてい

ただきました。全般的には、今年も本校の教育活動をご理解ご支持いただいているという結果となりまし

たことをありがたく思っております。とはいえ、学校の取り組みの足りない部分も明らかになってきてお

りますので、これからの指導に生かしていかなければと考えております。 

 最後になりましたが、この１年間本校の教育活動に力強いご支援とご協力をいただきま 

した保護者・地域の皆様に厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

   ありがとう ６年生のみなさん！！ 

   そして バトンは５年生に！！！ 

２月２８日、「６年生を送る会」が実施されました。 

１・２年生は「玉入れ」、３・４年生は「しっぽとり」、５年生は「つなひき」を６年生

とともに楽しみました。真剣な中にも笑顔が絶えず、ほのぼのとした雰囲気で楽しいひ

とときを過ごしました。送る会の最後には１，２，３年生から心のこもった手作りプレ

ゼントが渡されました。花で飾られたアーチの下をくぐる時には、照れながらも大事そ

うに抱えて退場する６年生の姿が印象的でした。 

５年生にとっては企画・運営を行った初めての行事でしたが、感謝の気持ちを込めた 

数々のきれいな飾りつけまで準備して、送る会を大いに盛り上げてくれました。５年生 

は４月からいよいよ田辺東部小学校の最高学年になります。卒業していく６年生をお手 

本として、その重責を立派に果たしてくれるものと期待しています。 

 
 
３月７日、本年度最後のクラブ活動が行われました。３年生は来年度に向

けて今あるクラブの見学を行いました。みんな興味津々でした。 

                            

２月 23 日 27 日３月８日、発達障害や高齢

者体験などについて福祉協議会の方々に

来ていただき学習しました。写真は、装具

を体につけたり手袋や眼鏡をつけたりし

て高齢者疑似体験をしているところです。 

 
 

３月６日７日、３年算数のそろ 
ばんの授業に地域の堺さんに来て 
いただき、そろばんの基礎などを 
詳しく教えていただきました。み 
んな真剣に楽しく学びました。 

 
毎月２回、全ての学年学級に来て 
くださり、楽しい本やためになる 
お話を聞かせていただきました。 
みんな毎回楽しみにしています。 
来年度もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校だより 

平成２９年３月号 №279 より 

平成２９年度 前期児童会役員決定！ 

 ２月１６日に投票が行われ、平成２９年度前期児

童会役員が決まりましたのでご紹介いたします。 

(全員、現５年生です) 

   会 長……中本 駿平 

   副会長……山本 煌大 線崎 光咲 

   書 記……江藤 敦史  小島 颯果 

新役員の皆さん、伝統ある田辺東部小学校がさら

によりよくなるようによろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごあいさつ              公民館長   吹揚克之 

「すずめ来て障子にうごく花の影(漱石)」。テレビで桜の開花が伝え

られる時季になりました。権現さんでは早咲きの桜が満開でした。

町内の桜もまもなく開花するでしょう。二つの学校の卒業式に臨席

したことをご報告をしたいと思います。 

●高雄中学校の卒業式(3 月 7 日実施) 

第 65 回卒業証書授与式は国歌「君が代」で始まり、続いて校歌

の斉唱でした。卒業生 140 名に卒業証書が渡されました。学校長か

らは、生徒たちの生活の様子や活躍のようす等を回顧され、はなむ

けに歌詞を贈られました。教委の式辞はリオ五輪の日本チームが 400m リレーで 2 位になった話でした。生徒た

ちの思い出の歌は「ながれゆく雲を見つめて」と「3 月 9 日」でした。最後に代表してでしょうか。大きな声で

「ありがとうございました」の言葉がありました。思わず会場から拍手が起こりました。 

●田辺東部小学校卒業式(3 月 23 日実施) 

第 38 回卒業証書授与式で 62 名卒業しました。開校以来の卒業生は 3452 名になるそうです。卒業生 62 名の行

く中学校は、東陽中 23 人、高雄中 17 人、県立田辺中 17 人、私立中 4 人、市外中 1 人だそうです。校長先生は、

1 つは「感謝の心を忘れない」、2 つは「学ぶ姿勢を持ち続ける」、3 つは「友だちを多くつくる」を説いていまし

た。教委の式辞はリオ五輪に出場できなかった平野選手のその後の活躍をとりあげていました。育友会の挨拶も

保護者代表の挨拶も内容的によかったと思いました。 

●式の歌を聞いていて思うことがあります。一つは高雄中学校の校歌作詞者の真砂二三夫さんのことです。神子 

浜の鬼橋岩の裏側が海であった頃、ある日、真砂先生がしゃがんで沖の方を見ていたお姿を見かけ、「先生なにし 

ゃんのん」、と声を掛けますと、「波を見ているのだ」、とおっしゃりました。二番の「黒潮の満来る音よ」の歌詞 

そのままの光景でした。二つめは高雄中の校歌は「高雄の峰」で、東部小は「高尾山ほほえむ」とあります。地 

理院の地図は現在「高尾」になっていますが、明治 44 年（昭和７年版）の大日本帝国陸地測量部発行の五万分の 

一の地図では「高雄山」になっています。戦後まもなくにして「高尾」になったようです。三つめは、「蛍の光」 

は、原曲はスコットランドの民謡で、作詞は音楽取調掛のうちどなたかだろうとあります。明治 14 年に作られた 

ようです。(『日本唱歌集』岩波文庫) 
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ひがし地区 人口および世帯数（2月末現在） 

人  口 6,252 人 2,885 世帯 
 

（男 性） 2,956 人 
 

（女 性） 3,296 人 

 

宝来町宝来町宝来町宝来町のののの花壇花壇花壇花壇                                        新万新万新万新万のののの公園公園公園公園                                    南新万南新万南新万南新万のののの花壇花壇花壇花壇                                        公民館前公民館前公民館前公民館前のののの花壇花壇花壇花壇    



 

 

ひがし公民館では、３月１９日（日）に第６３回ひがし公民館親善囲碁大会を開催しました。市内外から

計５８名が集い、三つの部門に分かれて熱戦を繰り広げました。入賞者は次のとおりです。（※敬称略） 

《Ａ《Ａ《Ａ《Ａのののの部部部部》（》（》（》（四段以上四段以上四段以上四段以上））））    《Ｂ《Ｂ《Ｂ《Ｂのののの部部部部》（》（》（》（三段三段三段三段・・・・二段二段二段二段））））                    《Ｃ《Ｃ《Ｃ《Ｃのののの部部部部》（》（》（》（初段以下初段以下初段以下初段以下）））） 

優勝 倉脇 康倫（七段）    優勝 鹿島 洋司（三段）     優勝 北本 修也（３級） 

２位 樫本 公兵（四段）   ２位 山林 牧雄（三段）     ２位 玉置 新造（１級） 

３位 新谷 昭吾（六段）   ３位 永立 省三（二段）     ３位 木村 圀夫（初段） 

 

 

ひがし公民館では、公民館教室・サークルの受講生を募集しています。趣味や教養の幅が広がるだけでな

く、新しい交流の輪が広がります。講座に興味をお持ちの方は、初心者はもちろん、以

前習っていたことをもう一度やってみたいという方は是非ご参加ください。見学・体験

もできます。お気軽に事務局（�２２－２０８８）までお問合せください。 

教室・サークル名 開講日 受講時間 ４月の日程 会  費 

和紙絵サークル 第 1 日曜 10:00~17:00 ※5 月 7 日 無 料 

ひがしコーラス 第 1･3 木曜 13:30~15:30 6 日 20 日 1,500 円/月 

着付けサークル 第 1･3 水曜 19:30~21:30 5 日 19 日 500 円/月 

フラワーアレンジメント 第 3 火曜 19:30~21:30 18 日 3,000 円/月 

大正琴 さくら会 第 1･3 金曜 13:30~16:00 7 日 21 日 3,000/月 

謡曲サークル 第 2･4 木曜 13:30~15:30 13 日 27 日 無 料 

ひがしコスモス 毎週月曜 19:30~21:30 10 日 17 日 24 日 1,500 円/月 

ルーシーダットン (体の調整法) 月 2 回月曜 19:30~21:00 17 日 24 日 2,000 円/月 

骨盤矯正ｽﾄﾚｯﾁｴｸｻｻｲｽﾞと全身運動(朝) 月 2~3 回月曜 10:30~12:00 17 日 24 日 2,000 円/月 

骨盤矯正ｽﾄﾚｯﾁｴｸｻｻｲｽﾞと全身運動(夜) 月 2~3 回木曜 19:30~21:00 6 日 13 日 20 日 2,000 円/月 

英会話サークル 第 2･4 火曜 19:30~21:00 11 日 25 日 12,000 円/年 

アロマセラピー 第 3 土曜 13:30~16:00 ※5 月 20 日 6,500 円/年 

ゆる体操教室 第 1･3 水曜 10:00~11:30 5 日 19 日 無 料 

スポーツ吹き矢教室 毎週火曜 9:30~11:30 4 日 11 日 18 日 無 料 

回数・参加人数等により会費が変更となる場合があります。 

 

 

 ４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））はははは田辺市長選挙及田辺市長選挙及田辺市長選挙及田辺市長選挙及びびびび田辺市議田辺市議田辺市議田辺市議会議員一般選挙会議員一般選挙会議員一般選挙会議員一般選挙のののの投票日投票日投票日投票日    

スローガン「田辺市の 未来へつながる あなたの一票」 
 任期満了に伴う田辺市長選挙及び田辺市議会議員一般選挙は４月16日（日）に告示、４月23日（日）

に投票が行われます。私たちの代表者たる市長と私たちの声を市政に反映させる市議会議員を選ぶ大

切な選挙です。棄権したり無効票を投じることなく、有意義な一票を投じましょう。 

※お問い合わせは、田辺市選挙管理委員会または各行政局総務課まで 

  （直通℡２６－９９４５、市役所代表℡２２－５３００） 

ひがしひがしひがしひがし公民館教室・サークル受講生の募集について公民館教室・サークル受講生の募集について公民館教室・サークル受講生の募集について公民館教室・サークル受講生の募集について    

田辺市長選挙及び田辺市議会議員一般選挙について田辺市長選挙及び田辺市議会議員一般選挙について田辺市長選挙及び田辺市議会議員一般選挙について田辺市長選挙及び田辺市議会議員一般選挙について    

第６３回第６３回第６３回第６３回    ひがし公民館親善囲碁大会結果ひがし公民館親善囲碁大会結果ひがし公民館親善囲碁大会結果ひがし公民館親善囲碁大会結果    

 

 

 

 

  

花のつぼみもほころぶ季節となりました。保護者、地域の方々には平素は本校の教育活動にご理解ご支援

を賜り誠にありがとうございます。  

 春の訪れとともに中学校にとって最も大きな儀式が近づいてきました。第６５回高雄中学校卒業証書授与

式が３月７日に挙行され、３年生１４０名がこの学舎を巣立っていきます。主役の３年生だけでなく、保護

者の方々、在校生、教職員すべての人達にとって大きな節目となる卒業式は、やはり感動的なものにしなく

てはなりません。残りの一週間の日々を大切にし、「卒業生の、在校生の、みんなの思いが込められた、立

派な高雄中学校の卒業式」を全校生徒の力で創り上げたいと思います。 

 

「「「「ふとふとふとふと忘忘忘忘れそうになるれそうになるれそうになるれそうになる大切大切大切大切なことなことなことなこと」」」」 

 

 この冬は、全国的にインフルエンザが大流行しています。本校でも２月に入り１年１組と２年４組が学級

閉鎖になりました。また県内外でノロウイルスによる集団食中毒も報じられています。そこで改めて考えて

みたいのが「健康について」です。   

 高雄中学校の教育目標は、 

  心身ともに健康で、「知・徳・体」の調和のとれた思いやりのある生徒を育成する です。学校の教育

目標というのは、その学校で育てたい生徒像を具体化したものです。ですから、本校の教育目標は、人格を

かたちづくる要素といわれる知識・技能などの知育、思いやりや優しさなどの豊かな心の徳育、健康な体力

等の体育という３つの柱で構成されています。この３つが相互に関連し繋がることによって「心身ともに健

康で思いやりのある生徒」が育っていくのです。 

 そこで振り返ってみると、生徒の皆さんも私たち教師も、授業やテスト等を気にするあまり、知らぬ間に

「知育」の方にウエイトを置いてしまうことがないでしょうか。「健康な体をつくる」という体育への意識

が薄れているときがないでしょうか。 

 授業の理解度、精神面での安定、課題解決へのやる気、積極性など、すべての源は健康です。しかし、私

たちは健康であればあるほど、このことを忘れてしまうことがあります。学校では日頃からインフルエンザ

やノロウイルス等への対応について、うがい、手洗い、マスクの励行を呼びかけています。虫歯や歯周病予

防のための歯磨きの励行も進めています。 

 それは、自分の健康は自分で管理していくという態度を身につけてほしいとの願いからです。熱を出して

いたら十分な力は発揮できません。歯が痛ければおいしい食事もとれません。体力がなければ、困難に継続

的に立ち向かうことは難しくなります。たくましく生きるためには、健康な体づくりが何より大切であるこ

とを、みんなで忘れないようにしましょう。 

 そう呼びかける私が、３学期早々、生徒の皆さんや教職員の中で、第一番目にインフルエンザにかかって

しまい、多くの迷惑をかけてしまいました。この文章は自分自身への戒めとして、これからの学校生活に生

かしていく所存です。 

                                                    学校長   阪本  博只

高雄中学校・学校だより 

第１１号 平成２９年３月１日より 


