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中部公民館だより 
令和元年 ５月号 

 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 
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第２７回文協フェスティバル 開催のお知らせ                  

展示部門 ５/１８（土）～１９日（日） 

 紀南文化会館 午前９時～午後５時（お茶席は午後４時まで） 

 — 展示ホール （１階）書・洋画・水墨画・押し花 

 — 小 ホ ー ル（４階）紀州てまり・ちぎり絵・生花・古谷石・ 川柳・収集色紙・革細工・陶芸 

 — お 茶 席（４階）お茶券：300円 

 

舞台部門 ５/２６（日）、６/２（日） 

 紀南文化会館大ホール 開演：午後１時 ＜入場無料＞ 

   第１部 5月26日（日） 日本舞踊・箏曲・三絃・津軽三味線・新舞踊・民謡 

   第２部 6月２日（日） 大正琴・詩吟・詩舞・バレエ・太鼓・合唱・フラダンス 

            社交ダンス・タヒチアンダンス・アコーディオン 

 

主催：田辺市文化協会  

       〒646-0028 田辺市高雄一丁目23番1号  

       TEL ： 0739-26-9943（田辺市教育委員会 文化振興課） 

      令和元年 田辺湾クリーン作戦 

 田辺湾クリーン作戦は、美しく自然豊かな田辺湾沿岸に流れついたごみ（漂着物）等を市民のみなさま  

及び各種団体のみなさまのご協力のもと、清掃活動を行う中で、海岸漂着物問題に対する理解を深めるとと

もに、自然環境の保全や環境美化に関する意識を醸成することを目的に毎年実施されています。 

●実 施 日  ６月８日（土）午後１時30分～（１時間程度） 

       ・荒天の場合は翌９日（日）に順延します。（開始時刻同じ） 

       ・延期または中止の場合は両日とも午前10時30分に防災無線で放送します。 

●集合場所  上屋敷町内会館 開会：午後１時30分  

●清掃場所  左会津川河口地区（上屋敷側）  

●注意事項  ・自動車での参加はお控えください。  

       ・ごみ袋、軍手は当日お配りします。 

        使用後の軍手は再利用のため、できるだけお持ち帰りください。  

       ・ごみは４分別での回収をお願いします。 

       （燃えるごみ、資源ごみ、プラスチックごみ、埋立ごみ）  

       ・ごみは絶対に燃やさないでください。  

       ・暑い中での清掃活動です。無理はせず、休憩やこまめに水分補給を行なうなど、 

        熱中症等にも気をつけてください。  

●お問合せ   環境課 環境対策係（0739-26-9927）  

6/8(土)PM1:30～ 
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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。 

５／7（火）、６／3（月） 

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 

明るい笑顔街いっぱい運動  あいさつ・声かけ運動定期運動日程 

 

  退任のご挨拶 
  

 令和への改元に相応しい、さわやかな新緑の五月となりました。みなさま方には、ご健勝でお過ごし

のことと拝察し、何よりと存じます。 

 さて、私こと先の３月３１日、任期満了をもって、中部公民館館長を退任させていただきました。 

 顧みますと、１１年近くの間、地域のみなさまの学習の場、あるいは憩いの場である地域公民館・中

部公民館において、その任を果たすべく多くのみなさまのご協力を賜わりながら、本当に微力でありま

したが、私なりに尽くしてくることができたと思っています。そんな中で特に思い起すのは、やはり田

辺第一小学校内に設置された新しい公民館、その存在によって地域に一条の明るい光を感じたことであ

ります。本分をわきまえながら、そのあり方の研究を小学校の先生方と共に続けて参りましたが、自分

として到底、十分でなかったことを反省しつつも今日を迎えられましたことは、地域の方々のご理解、

ご協力があってこそ、と思っています。 

 格別のご厚情を賜りましたこと、本当にありがとうございました。深くお礼を申し上げつつ、さらに

ご厚誼を賜りますようお願いし、退任のあいさつといたします。 

                                    旧館長    橘   勲 

 

「防災・行政メール」の登録をお願いします 

就任のご挨拶 
  

 青葉若葉がすがすがしく、小鳥の声も晴れやかな季節となりました。みなさま方には、ご健勝でお

過ごしのことと推察し、何よりと存じます。 

 さて、このたび、前館長 橘 勲 氏の後任として、中部公民館長を務めさせていただくことにな

りました。 

 各町内会長のみなさまをはじめ、地域のみなさまのご協力を得ながら、そして橘前館長の長年のご

足跡を鏡として努力してまいりたいと思います。 

 学社融合の公民館として、人をはぐくみ、人をつなぎ、地域を創る重責、どうぞ、あたたかいご協

力とご指導の程をお願い申し上げます。                                               

新館長    田嶋  貞彦 

離任のご挨拶 
 

 さて、このたびの人事異動にともない、３月31日を

もって田辺市中部公民館主事を退くことになりました。 

 ２年間という短い間ではありましたが、素晴らしい出会

いの数々により充実した公民館勤務を経験することが出来

ました。これも、公私にわたり地域のみなさまからのひと

かたならぬ御厚情を賜ったおかげであり、心より御礼を申

し上げます。 

 私の後に着任する主事は若くてやる気に満ちた好青年で

あり、必ずや地域のみなさまに受け入れられると確信して

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。４月から

は、生涯学習課公民館係、中央公民館を担当させていただ

きます。今後も今までと違う形でお世話になることと思い

ます。新任地におきましても少しでも地域のみなさまのお

役に立てますように努力してまいる所存ですので、変わら

ぬご指導ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。 

 末筆ではございますが、みなさまのご健勝とご多幸をお

祈り申し上げ、離任のご挨拶とさせていただきます。本当

にありがとうございました。 

前公民館主事 遠山 圭 

着任のご挨拶 

  

 このたび、４月１日付けの人事異動により、

中部公民館主事として着任しました小林と申し

ます。 

 昨年度までは、廃棄物処理課（三四六）にお

いて、ごみの委託収集にかかる契約業務や窓口

での計量事務といった業務を担当させていただ

いておりました。今回、初めての公民館勤務の

ため、わからないことばかりですが、地域のみ

なさま方のご指導・ご鞭撻を賜りながら、一日

でも早く、公民館主事として一人前になれるよ

う、勉強を重ねて参りたいと思っております。 

 中部公民館は、田辺第一小学校に併設された

公民館ということもあり、子どもたちや、地域

のみなさまとのふれあいを大切にした公民館活

動を行っていきたいと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

新公民館主事 小林 大斗 

 津波避難ビルをご存じでしょうか？ 

  田辺市では、想定外の大津波に備え、街中など土地の低い地域において、高台まで避難することが困難な

場合を想定し、一定の高さを確保した強固な施設を「津波避難ビル」として指定しています。津波避難ビ

ルは、そこが避難所ということではなく、あくまでも一時避難場所です。万一、逃げ遅れたとき、また、

周りに高台などがないときに、最後の手段として活用するものであり、時間があれば、できるだけ高いと

ころへ避難してください。 

 ●津波避難ビル一覧（中部公民館区内）  

  名称 所在地 建物構造等 建物の高さ 収容人数 

1 ＮＴＴ西日本     

田辺別館ビル 

田辺市上屋敷1丁目6-1 鉄筋コンクリート造

４階建て 

20.6ｍ  

  

360人 

  

2 紀陽銀行田辺支店 田辺市高雄一丁目16-20 鉄筋コンクリート造

３階建て 

17.2ｍ 330人 

3 アルティエホテル  

紀伊田辺 

田辺市下屋敷町1-77 鉄骨造 ８階建て 25.0ｍ 100人 

4 ＴＫＣビル 田辺市下屋敷町30-1 鉄骨造 ７階建て 18.5ｍ 180人 

5 田辺第一小学校 

  

田辺市上屋敷一丁目2-1 鉄筋コンクリート造  

３階建て 

  13ｍ 180人 

6 高雄中学校 田辺市高雄三丁目20－１ 鉄筋コンクリート造  

３階建て 

13.1ｍ 550人 

 市では、より一層の情報化を図るため、

各種気象警報や市の各種行事情報など、防

災行政無線で放送している情報をみなさん

の携帯電話やパソコンにもお知らせするこ

とができる「防災・行政メール」の配信

サービスを行っています。（火災放送及び

各種行事などの放送の一部は配信されませ

ん） 

 防災行政無線放送を聞き逃したりしたと

きなどのためにも、ぜひ、この便利なメー

ル配信サービスをご利用ください。 

【登録の仕方】 

 下記の、ホームページアドレスを入力するか、又はQR 

コードを読み取ってアクセスした後、空メールを送信して

ください。そして、登録確認メールが届いてから画面の表

示に従って入力をすると登録が完了します。 

◆ホームページアドレス 

http://bousaigyousei.aamail.aikis.jp 

◆QRコード → 


