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第14回中部公民館地域運動会は、10月18日（日）に田辺第一小学校グラウンドで  

開催を予定しています。内容が決定しましたら、みなさんのお手元にプログラムを  

お届けいたしますので、奮ってご参加くださいますようお願いします。 

 

田辺第一小学校・中部公民館合同の第６回大人も子どもも地域作品展は、11月14

日（土）・15日（日）に、開催を予定しています。 

展示作品の募集など詳細については、来月号の公民館だよりでご案内しますが、

出展を予定されるみなさんは、ご準備をお願いします。 

平成２７年度 田辺第一小学校運動会  

９月２０日（日）  午前９時開始 

※雨天の場合は９月２１日（月）に延期します。 

不用品回収業者を利用したトラブルが発生しています！ 

 最近、トラックなどで市内を回って無料で家電等不用品を回収したり、不用品の無料回収の

チラシを配布している業者が見受けられます。 

 無料をうたっていても後から高額な料金を請求されるというトラブルが発生

しています。 

安易に依頼するとトラブルになる可能性がありますので、十分に注意してくだ

さい。 

 問合せ先：自治振興課0739-26-9911・廃棄物処理課0739-24-6218 

明るい笑顔まちいっぱい運動 あいさつ・声かけ運動定期運動日程 

9／１（火）10／１（木）  

時間：午前７時30分～8時 場所：田辺第一小学校 正門及び裏門前ほか 

学校・家庭・地域が一体となった安全なまちづくりを進めるため、みなさんの 
ご協力をお願いします。 

 

注目 

東陽中学校・学校だより 

９月号 平成２７年８月２５日 

 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、三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。  

県中学校総合体育大会の結果 
 

【女子バスケットボール部】 

◎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 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 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。 

 

【女子ソフトテニス部】 

◎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】 

◎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８２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) 

 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 

田一小合唱部 金賞・県代表に 
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「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～ 

都市化や核家族化が進む中、地域とのつながりが希薄化し、子育て中の親が身近な人から子育てを学ぶ

機会が減少するなど、家庭教育を支える環境は昔と違い大きく変化しています。 

そこで、多くの親が安心して楽しく家庭教育が行えるよう、親としての学びや育ちを応援し、親子が地

域とのつながりの中で元気になるよう、また、同じぐらいの年の子どもを持つ親どうしが知り合いにな

ることができるよう、子育て講座を開催します。 

■平成27年度プログラム ※全て午前10：00～12：00 

 

■参加費：無料です。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として   

     500円程度いただきます。 

■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：９月２５日（金）までに、田辺市教育委員会 生涯学習課（0739-26-4925）にお電話で申し   

     込んでください。※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。 

  日程 テーマ 内容 場所 講師 

第１回 平成２７年 

１０月２４日（土） 

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 平成２７年 

１１月１４日（土） 

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 

ハートウィング関西支

社 

佐藤 孝 氏 

第３回 平成２７年 

１２月５日（土）  

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 平成２８年 

１月２４日（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

ニティセン

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 平成２８年 

２月２１日（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 

募集中！ 
紀の国わかやま国体・わかやま大会 

『田辺市決起集会及び炬火集火式』 

 ８月９日に、紀南文化会館の小ホールで、表題の式典が開催されました。炬火（きょか）とは、オリンピッ

クの聖火のようなもので、それを一つにすることを集火といいます。 

 集火式では、市町村合併前の旧市町村ごとに工夫して作られた炬火

を、それぞれの地区の代表が舞台壇上に登壇し集火用の受け皿に点火

します。旧田辺市を代表して壇上まで運ぶ大役を果たしたのは、田辺

第一小学校５年生の濱本采佳さんです。壇上でのその凛とした姿はと

ても素晴らしいものでした。また、集火式の後には、紀の国わかやま

国体・わかやま大会の開催に際して、田辺市に協力していただいた団

体に対して、真砂市長から感謝状の贈呈があり、中部公民館サークル

紀州てまり趣味の会の竹内マツ子会長が、同会の会員及び国体てまり

製作事業に協力していただいた製作ボランティアのみなさんを代表し

て受取りました。 

 その後、明洋中学校の吹奏楽部の演奏で、東陽中学校の合唱部と来場者全員で、

紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会イメージソングの『明日へと』を斉唱し

ました。そのすばらしい演奏と歌声は会場を一つにし、紀の国わかやま国体・紀の

国わかやま大会への機運が一機に高まったように感じました。 

 私たちの住んでいる中部地域からも多くの方たちが関わっている、紀の国わかや

ま国体・紀の国わかやま大会です。各地で開催される競技は、広報等でお知らせし

ています。ぜひ会場に足を運び、スポーツの素晴らしさを体感してください。 

 ちょっと公民館まで来てみませんか？ 

 

 き ら き ら 

明洋中と東陽中の共演 

感謝状贈呈 集火の様子 

サ ン ロ 

申し込み不要 

～「来」て「楽」しく「喜」び「楽」しい♪～ 

場 所 

田辺市中部公民館 

日 時 

毎月第２水曜日 
午後１時３０分から３時まで 

１０月１４日（水） 作って楽しんで脳活性 

          ～棒を使ったレクリエーション～ 

１１月１１日（水） カルタで脳トレ① 

１２月 ９日（水） カルタで脳トレ② 

 １月１３日（水） 楽しくお口をきたえよう 

 ２月１０日（水） パーティーをしよう① 

 ３月 ９日（水） パーティーをしよう② 持ち物 

タオル、新聞紙１日分（１回目のみ）、水分補給のお茶（簡単な体操をします） 

対 象 

おおむね６５歳以上 

問合わせ先：田辺市老人憩いの家松風荘 ℡２４－０３１３ 

脳をきたえる 

ヒントがいっぱい 

長野線及び西原線の10月1日からの運行について 
 路線バスの長野線及び西原線について、路線バス事業者の路線廃止を受け、今後の路線の必要性等を検討

するため、９月30日までの間、市が実証運行を行い、利用実績や利用状況の把握に努めています。 

 本格運行については、実証運行におけるこれまでの利用実績等から、長野線に西原線の一部を統合する運

行方針とし、地元関係者等と協議を進めた結果、西原線のうち、峰原～上秋津～新岩内橋～青木～高雄中学

校前の区間を廃止した上で、西原を長野線に組み入れた路線として、各種手続きを進めています。 

 なお、本格運行開始後も利用状況や地元関係者等の意見なども考慮しながら、継続・見直し等の判断をし

ていきたいと考えています。 

運 行 日：月・水・金曜日 １日４往復 運休日なし 

運行区間：紀伊田辺駅～万呂～紀南病院～三栖～長野～西原～伏菟野 ※下三栖から伏菟野区間は、自由乗降区間 

運  賃：200円～500円 ※小学生・障害者は半額、未就学児は無料。 

運行方法：路線バス事業者への委託  運行車両：14人乗りのハイエース 

問 合 せ：企画広報課企画調整係（0739-26-9963） 


