
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺東部小学校 学校だより 

平成３１年４月号より 

 

平成３１年度スタート 
入学・進級おめでとうございます！ 

春の優しい風に包まれて、出会いの季節４月がやってきました。平成３１年度、田辺東部小学校は６０名の

新入児を迎え、３５２名の子どもたちと３２名の教職員でスタートしました。 

本年度も、「知･徳･体の調和がとれ、意欲的で心身ともにたくましい子どもの育成」を学校教育目標に掲げ、

全教職員が一丸となって子どもの成長のために取り組んでいきます。 

保護者の皆様や地域の方々には、本校の教育に対し、さらなるご支援ご協力をお願い致します。 

４月８日、新しく着任された先生方の紹介式、転入生の紹介に引き続き、平成３１年度始業式と入学式が行

われました。始業式の式辞の中で、校長先生から楽しい学校生活を送るために、『あいさつ』『時間』『清掃』

の話がありました。あいさつについては、「おはようございます」、「さようなら」そして、「はい」と大きな声

で返事をすることや相手を見てあいさつをすることによって、お互いの気持ちがより伝わるということ。時間

については、チャイムが鳴れば、素早く次の行動をし、また次のことを考えて準備しておくことで、学習

への取りかかりがスムーズになるということ。清掃については、しっかり掃除をして、自分たちが生活

している環境や学校をきれいにすることで、大切な心を磨くことができるということでした。 

 本年度は、男子２８名、女子３２名のかわいい１年生が入学してきました。一人ひとり名前を呼ばれて、立

派な姿を見せてくれました。また、２年生は歌と合奏で新入児を迎えました。歓迎の言葉や歌などに、お兄さ

ん、お姉さんらしさが十分発揮されていました。児童会長の歓迎の言葉も、リーダーとしての力強さと優しさ

が込められた言葉でした。 

参観日・育友会総会・学年総会 

平成３１年４月２４日（水） 

授業参観   １３：１５～１４：００ 

育友会総会  １４：１５～１５：１５ 

学年委員総会 １５：２０～１５：５０ 

※新しい学年になっての初めての参観日です。 

子どもたちのがんばりをぜひご覧ください。 

※お車でお越しの方は、本校運動場を開放してい

ますが、大変混み合いますのでできるだけ徒歩あ

るいは二輪でお越しいたただけるとありがたいで

す。 

５月の主な行事 

７日（火）明るい笑顔街いっぱい運動 登校指導 

 ８日（水）色覚検査（希望者） 

９日（木）内科検診５．６年 

    第１回育友会委員総会（体育館）19:30 

１０日（金）（学）集金日  

     聴力検査３・５年生  

あけぼの安全パトロール 

１２日（日）オールとうぶ読書の日 

第 41 回開校記念日 

１３日（月）内科検診１・２年生 

１４日（火）聴力検査１・２年生 

１５日（水）登校指導 安全点検 生指ＦＷ 

     修学旅行結団式 

１６日（木）修学旅行１日目 

１７日（金）修学旅行２日目 

２０日（月）（育）集金日 

２１日（火）新体力テスト準備 検尿一次 

２２日（水）新体力テスト（予備日２３日）尿検予備日 

２３日（木）内科検診３・４年生 

２４日（金）１年生を迎える会（集会～１時間目） 

２８日（火）全校参観日 学級懇談会 

２９日（水）眼科検診（全校） 

３０日（木）耳鼻科検診（３・５年） 

３１日（金）プール清掃 

 

※行事の詳細は、各学年・学級便りをご覧ください。 

 

 

～新しい先生の紹介～ 
よろしくお願いします。 

太田 真次 教頭先生……田辺第二小学校より 

西村 洋子 先生    ……育休より復帰 

酒田 宣彦 先生  ……上秋津小学校より 

城戸 知樹 先生  ……芳養小学校より 

杉野 有香 先生  ……新規採用 

愛須 直美 先生  ……本年度より学校勤務 

山根  正  先生  ……田辺第二小学校より 

小山 敏幸  先生  ……芳養小学校より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「退任のあいさつ」 前公民館長 吹揚 克之 

平成 25 年 4 月、公民館の前庭に色とりどりのチューリップが咲いて、私を静かに迎えてくれました。 

今 6年間の任務を終え、去らんとする私に頭を垂れ、さよならをしてくれたのも花でした。 

6 年の間、４町の皆様方に公民館活動にご理解とご協力をいただきましたことを心から感謝致します。 

退任するにあたって思うことは、あるお母さんの言葉です。ある会合の席で、 

「私の子どもにはふるさとがない。」と語られたことがありました。 

私も家庭の事情で居所、在籍校を転々と致しました。幼馴染と遊んだ思い出、友達と楽しく語れる行事の

思い出がないということは寂しいものです。 

田辺東部小校区下に同じような児童・生徒もいるでしょう。大人の務めは何かを考え、より充実した公民

館活動をみんなでつくりあげたいものです。 

新館長ご挨拶 

皆様、はじめまして。今年度ひがし公民館長に任命されました濵野公二です。出身は串本町ですが、大学を卒業

して初めて田辺に来て、田辺市民となり 45 年になります。その間 3 人の子ども共々地域の皆様方にお世話になる

ばかりで、何も役に立つことができませんでした。定年退職して 7 年目に初めて地域に関わる役割が回ってきま

した。微力ではございますが、精一杯務めさせてもらいますので、どうぞよろしくお願いします。 

 公民館長としての最初の仕事は、4 月 8 日月曜日、朝 7 時 15 分からの新万の三叉路での交通立ち番でした。小

学生が安全に登校できるように、山本さんの手伝いをしました。子どもたちの「おはようございます。」、「お

はようございます。」という元気な声が、少し肌寒い空気の中で、爽やかにそして新鮮に感じられました。 

 それから、午前 10 時から田辺東部小学校、午後 1 時 30 分から東陽中学校の入学式に出席させてもらいました。

初めての経験でした。田辺東部小学校の入学式は、新入児呼名、校長先生の式辞、2 年生のお迎えの言葉と演奏、

児童会長の歓迎の言葉、すべてに心からの温かさが伝わってきました。また、東陽中学校の入学式は、さすがに

中学生らしく静粛で素晴らしい式でした。 

 田辺東部小学校林校長先生、東陽中学校木下校長先生、そして先日訪れた高雄中学校音無校長先生が談話の中

で、「学校・家庭・地域」が一体となって子供を育んでいくことの重要性を話されました。私も 35 年あまり教育

に携わってきたからこそ、田辺市生涯学習課活動方針の 6 つの重点目標の一つである『学社融合の推進』に力を

入れていきたいと思っています。あけぼの・新万・南新万・朝日ヶ丘の皆様、できる限りのご協力をよろしくお

願い申し上げます。 

 「春」は spring です。spring の原義は「突然飛び出す」です。ここから動詞としては、「飛び跳ねる」・       

「＜水が＞湧き出る」・「＜植物が＞芽を出す」などの意味があります。また名詞としては、「春」の他に、      

「青春期」・「跳躍」・「バネ」・「泉」の意味があります。そして hot spring は「暑い春」ではなく、           

勿論「温泉」です。  

令和元年５月号（２０１９年） 

 ひがし地区 人口および世帯数（３月末現在） 

人 口 ５，９８６人  ２，８４７世帯 

（男性） ２，８３１人 

（女性） ３，１５５人 

 

公民館だより 

編集・発行 田辺市南新万２８-１ ひがし公民館 館長：濵野 公二 主事：光山 瑶平 

電話２２－２０８８ FAX８１－３３０１ 田辺市ホームページ http://city.tanabe.lg.jp/ 



 

 

 

３月２４日（日）、第６７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５７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の部》 （四段以上）  《Ｂの部》（三段・二段）      《Ｃの部》 （初段以下） 

優勝 堀江 貴重（五段）  優勝 上森  守 （三段）   優勝 玉置  新造（初段） 

２位 中嶋 陸夫（六段）  ２位 鈴木  宏明（三段）   ２位 林   國昭（初段） 

３位 藤本 俊二（四段）   ３位 山本  巌 （三段）   ３位 佐々木 良長（初段） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡・申込先 ふるさと自然公園センター 

           住 所 〒646-0051 田辺市稲成町 1629 番地 

              ＴＥＬ 0739-25-7252 

              ＦＡＸ  0739-25-7252 

              E-mail hikiiwa@mb.aikis.or.jp 

              休館日 毎週月曜日（休館日が祝日の場合はその翌日） 

 

■タイトル 「春の生き物を観察しよう」  

■日時 ５月１９日（日）  ９:３０～１４:３０          

■場所 秋津川（大沢） 

■集合場所 ９：３０までに、備長炭公園                 

■定員 なし 

■参加費 無料 

■講師 ふるさと自然公園センター専門員ほか 

■対象 小・中・高校生・一般 （小学生は保護者同伴）  

■持ち物 弁当・水筒 

筆記用具・採集用具（植物・昆虫）・ビニール袋など 

■服装 帽子・手袋 

■申込み 

 

前日までにハガキ又は電話・FAX・電子メールで住所・氏名・年齢   

電話番号をご連絡ください。 

■連絡先 

（電話・ＦＡＸ） 

TEL/FAX 0739-25-7252（ふるさと自然公園センター） 

Email:hikiiwa@mb.aikis.or.jp 

■住所 〒６４６-００５１ 田辺市稲成町 １６２９番地 

■休館日 毎週月曜日 (休館日が祝日の場合はその翌日) 

年末年始（12 月 28 日～1月 4日） 

第６７回ひがし公民館親善囲碁大会結果 

 
 

吉野熊野国立公園パートナーシップイベント 

 

 
 

 

   

 

 

４月８日、第６８回入学式を挙行し、１２２名の新入生を迎えました。平成３１年度（令和元年度）は全校生

徒３５８名でのスタートです。「子育ては、家庭でしつけ、学校で教え、地域で鍛える。」とも言います。１年

間、生徒を中心に教職員と保護者、そして地域が一つになって、よりよい高雄中学校をつくっていきましょう。

教職員一同、全力で教育活動に取り組みます。ご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 入学式での新入生代表挨拶と在校生代表の歓迎の言葉を紹介します。 

 

 

【新入生代表挨拶】 

今日、私たち新入生１２２名は、高雄中学校の一員となりました。 

たくさんの希望を抱いて入学した私たちですが、環境が変わり、勉強についていけるか、クラブ活動はがんば

ることができるか、新しく出会う友達と仲良くできるのか、などの不安もたくさんあります。 

でも、今、校長先生をはじめ、皆様から心温まる多くの歓迎のお言葉をいただき、とても安心しました。一日

も早く学校に慣れ、先輩方が築き上げてこられた伝統をしっかり受け継いでいけるよう、精一杯努力いたします。 

私たちは、友達を大切にし、助け合うことができる中学生になりたいと思います。悩んでいる人がいれば話を

聞いたり、一緒に考えたりしていきたいです。また、何事にも努力していきます。勉強やクラブ活動に全力を出

します。勉強では、先生方のお話をしっかり聞き、班のみんなと仲良く協力して授業を受けたいと思います。予

習復習をして、授業についていけるようにしたいです。クラブでは、先生方や先輩方のアドバイスをしっかり聞

き、上手になりたいと思います。そして、一生懸命クラブ活動に取り組みます。 

高雄中学校に入学できたことを誇りに思い、明日からの中学校生活に臨みます。新たな環境の中で、精一杯楽

しみ、互いに切磋琢磨してがんばります。どうぞよろしくお願いします。 

                                 新入生代表  榎本 衣玖 

 

 

【歓迎の言葉】 

 新入生の皆さん、本日はご入学おめでとうございます。高雄中学校の生徒代表として歓迎の言葉を申し上げま

す。 

 皆さんは今、どのような気持ちですか。新しい生活への期待と不安で胸がいっぱいかもしれません。私も初め

はそうでした。むしろ、不安な気持ちのほうが大きかったです。 

 しかし、そんな不安な気持ちは優しくアドバイスしてくれる先輩方、親身になって指導してくださる先生方、

そして何より新しい友達と出会ったことで次第に消えていきました。だから皆さんも不安を抱えることなく、こ

れからの学校生活を送ってください。その中でも、困ったことなどがあれば私たちに相談してください。たくさ

んの支えがあるので、思い切ってスタートしましょう。相談しづらいかもしれませんが、私たちが先輩にしてい

ただいたように、私たちも皆さんの話を聞き、懸命になって助けていきたいと思います。 

 さて、本校は生徒数が多く生徒会活動やクラブ活動が盛んです。行事は体育大会や文化発表会、球技大会など

があり、どれも大変盛り上がります。クラブ活動では、文化クラブと運動クラブがあり、どのクラブも熱心に活

動を行っています。皆さんもいずれかのクラブに入部することになります。クラブ活動を通して、連帯感や仲間

とともに得られる達成感など素晴らしい体験ができると思います。いろいろなクラブを見学して自分に合ったク

ラブを選んでください。 

 これから始まる中学校生活、一緒により良い高雄中学校をつくっていきましょう。皆さんと一緒にどのような

中学校生活を送ることができるか、とても楽しみにしています。そして、一人一人が良い思い出をつくっていけ

るように共に頑張っていきましょう。 

生徒代表  安達  楓 

 

 

高雄中学校・学校だより 

第１号 平成３１年４月１１日より 高雄中学校 
 


