
 

令和３年５月号（２０２１年） 

 ひがし地区 人口 及び 世帯数（３月末現在） 

人 口  ５，８８３人   ２，８８１世帯 

（男性） ２，７８３人 

（女性） ３，１００人 

公民館だより 
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 田辺東部小学校 学校だより 

令和３年４月号 

 出会いの季節４月がやってきました。令和３年度、田辺東部小学校は46名の新入児を迎え、330名の子

どもたちと31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、本校教育活動に対してのご支援ご協力をお願いいたします。 

 

４月８日、新しく着任した職員の紹介と転入生の紹介に引き続き、令和３年度始業式を行いました。新

型コロナウイルス感染症への対応として、全校児童がひとつの会場に集まる形ではなく、校内テレビ放送

を使っての実施でした。転入生のみなさんも、カメラを通して全校にしっかりあいさつをしていました。 

２～６年生が下校した後、入学式を行いました。担任に先導され、１組・２組それぞれ23名のかわいい

１年生が入場。保護者のみな様に見守られながら、一人ひとり名前を呼ばれて返事をしている姿には、

「今日から小学１年生！」という張り切った気持ちが表れているようでした。 

式辞として、校長から「３つの約束」の話がありました。「しっかり勉強」「友達となかよく」「元気

にあいさつや返事」の３つです。どれも１年生だけでなく、上級生になっても（おそらく大人になって

も）、大切になることです。ぜひこの時期から身につけていけるように、保護者のみな様のお力添えをお

願いいたします。 

従来は全校児童が臨席し、舞台で２年生が歌や合奏を披露したり児童会役員が歓迎の言葉を述べたりし

ていたのですが、本年度は事前に撮影した動画を上映しました。スクリーンごしではありましたが、ピカ

ピカの１年生が入学してきてくれてお兄さん・お姉さんたちも喜んでいることを感じ取ってもらえたので

はないでしょうか。 

新入児保護者のみな様には、新型コロナウィルス感染症防止ために来場者を制限するなど従来とは異な

る入学式になりましたこと、ご了承いただきありがとうございました。今後とも本校の教育活動にご理

解・ご支援をいただきますよう、お願い申し上げます。 

館長より 

令和３年度スタート 
入学・進級おめでとうございます。 

７日（金） 明るい笑顔街いっぱい運動 登校指導 

   １年生を迎える会 

10日（月） 集金日（各学年会費） 

11日（火） 検尿 

   第１回育友会委員総会（体育館）19:30 

12日（水） オールとうぶ読書の日 

   第43回開校記念日 

13日（木） 内科検診（３・４年生） 

   耳鼻科検診（１・２年生） 

17日（月） 登校指導 校内安全点検 

18日（火） 集金日（育友会費）      

25日（火） 運動会の総練習 

26日（水） 委員会活動（５・６年生）   

27日（木）全国学力・学習状況調査（6年生） 

29日（土）運動会の準備作業 

30日（日）第43回運動会 

 

30日（日）第43回運動会 

31日（月）振替休日（運動会予備日） 

 

６月 

１日（火）振替休日 

 

・例年９月に行っていた運動会を、本年度は５月

に行います。 

・29日（土）は、午前中授業で全学年が11時50分

ごろに下校します。 

・30日（日）が雨天等で運動会を行えない場合

は、31日（月）に 行 い ま す。そ の 場 合30日

（日）はお休みになります。 

・詳細については、後日お知らせします。 

 

※行事予定は変更になる場合があります。各学

年・学級からのおたより等をご覧ください。 

５月の主な行事 

 ５月は、英語でMay [メイ] で、ローマ神話の成長の女神マーイヤが語源だそうで

す。五月生まれの女の子にはMayと名付けることもよくあります。日本の五月(さつ

き)と同じですね。 

 May Day [メイデイ] は、イギリスでは古くから５月１日に行う五月祭のこと

で、May queen(五月の女王)を選び、Mayflower(五月の花)の冠をかぶり祝います。ち

なみにこのMayflower [メイフラワー] は、1620年に自由を求めた人々がイギリスか

らアメリカに渡った船の名でもあります。 

 またMay Day は、今日では国際的労働祭の日となっていて、世界各地で労働者が通

りを行進する姿が見られます。 

 「立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花」という、女性の美しい立ち居振る舞いを花にたと

えて形容する昔からの言葉があります。今年は、春が早く過ぎ、芍薬も牡丹もすでに美しい花を

つけ、百合もつぼみを膨らませています。全国各地では夏日を記録したところもあり、初夏を感

じさせる今日この頃です。 

 新学期が始まって約一ヶ月、交通安全のカバーをつけた新しい大きなランドセルを背中に小学

一年生が、元気に登校する姿はかわいらしく、見ていてうれしくなります。給食も始まり、もう

そろそろ小学校の生活にも慣れてきているのではないでしょうか。 

 話が変わりますが、先日、田辺市民総合センターにおいて第一回公民館長・主事会議があり、

田辺市佐武教育長の挨拶に始まり、令和３年度の生涯学習課活動方針の説明等がありました。そ

の中で、公民館を「つどう」「まなぶ」「むすぶ」と言う言葉で表わしていました。「つどう」

とは、公民館が講演会や文化祭、スポーツ大会などを企画して地域住民の交流のきっかけとなる

こと。「まなぶ」とは、公民館が教養や今日的課題を学習して、生涯学習活動の拠点として地域

住民の学習を支援すること。「むすぶ」とは、公民館が地域の歴史や文化・人材・産業など地域

の資源を的確に把握し、地域の課題を住民自ら解決していけるよう、地域づくり活動の拠点とな

ること。 

 つまり、公民館とは、学びを通して、仲間づくりをし、地域の暮らしや文化を豊かに育んでい

くための地域づくりの拠点施設であるということを再確認しました。今年も平常の公民館活動が

できるかどうかわかりませんが、できる範囲内で工夫して行事等を実施したいと思います。皆様

のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 再び大阪をはじめとして、全国的に新型コロナウイルス変異株の感染が拡大しています。和歌

山県でも感染者が増え、医療機関が逼迫して、仁坂知事が不要不急の外出自粛を要請しました。

地域の皆様方は、３密を避け、マスクの着用と手洗いの励行など感染防止の生活様式により、く

れぐれも留意して過ごされることを願っています。 



資源類拠点回収のお知らせ 

 いつも拠点回収にご協力いただき、ありがとうございます。田辺市のごみ収集カレンダー

に記載されている注意事項等を参考にご活用ください。なお、ごみ収集カレンダーの予備を

公民館に備え付けていますので、ご必要な方はお立寄りください。 

◆回収物品    

  缶、ビン、ペットボトル、古紙類 

◆注意事項    

  ・ごみ収集カレンダーの注意事項を遵守 

   ・古紙回収ボックス解錠時間（ひがし公民館） 

   月～金曜日 8：30～17：00（※祝祭日は除く） 

   ※上記の時間以外は施錠しています。 

    回収ボックスの外に置かないようお願いいたします。 

 
田辺市立東陽中学校・学校だより 

５月号 令和３年５月１日 

新年度スタート  

 同じ料理ばかり食べている・料理があまる。この

ような食生活と料理をお助けする「救菜レシピ」の5・

6月号を、5月上旬に発行します。 

 今回は春キャベツをたっぷり使った「ギョーザ」

を色々な料理に作り替えました。出来上がったギョー

ザはもちろん、皮があまった時や具が残った時の料理

も載せています。 

お家時間が増えた今だからこそ、手先を使った料理

に挑戦してみませんか。ギョーザの包み方も掲載して

いますので、ぜひ参考にしてください。 

 また、今号からみなさんからのアイデアレシピも復活させました。残った料理がこんな料理

に！という意外なアイデアに出会えるかもしれません。お楽しみに★ 

救菜レシピ5・6月号を発行します！ 

 田辺市内の公民館では、地域の実情をまとめた地域カルテを作成し、こ

の度ひがし公民館区域の地域カルテが完成いたしました。 

 地域カルテとは、公民館区域単位で将来人口を推計するとともに、健康

データや公共施設の配置状況などを取りまとめ、「見える化」したもので

す。地域の情報や将来の姿を共有し、地域活動につなげる基礎資料とし

て、下記のデータが記載されています。ぜひご活用ください。 

 地域カルテは、ひがし公民館窓口前に設置しています。 

◆内容  １．地域の基礎データ（地域の概要など） 

   ２．人口データ（現状、20年後の人口など） 

   ３．健康データ（検診の受診状況など） 

   ４．施設データ 

「地域カルテ」を作成しました 

 令和３年度がスタートしました。昨年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で一学期のスタートが６月となりました

が、今年は４月から授業を始めることができ、大変うれしく

思っています。しかし、本年度も、現在、関西地方を中心に

新型コロナウイルスの拡大が止まらず、まだまだ予断を許さ

ない状況にあります。マスク着用や手洗いの励行など、感染

予防に留意し、安全に学校生活が送れるよう心掛けていきた

いと思っています。 

さて、今年は、３年生にとって卒業後の進む道を決める大

切な一年になります。また、２年生にとっては東陽中学校の

中心として活躍する一年、１年生にとっては先輩たちとともに活動し、東陽中学生として成長する一

年になります。中学時代は３年間と本当に短いものです。しかし、体や心が大きく成長する大切な時

期でもあります。今年一年間を大切にし、学習やクラブ活動に積極的に取り組み、大きく成長する年

にしてほしいと思います。今後の活躍を期待しています。 

最後になりますが、保護者の皆様、地域の皆様、本年度も本校の教育方針をご理解の上、ご支援ご

協力をよろしくお願いいたします。          

校 長   林  義 久 

◆  令 和 ３ 年 度  職 員 一 覧  ◆    

どうぞよろしくお願い致します。 

氏名 担当 教科 部活動   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

氏名 担当 教科 部活動 

林  義久 校 長 理科 ― 尾田 佳風 ３年１組 数学 サッカー 

佐武利嘉子 教 頭 美術 社会活動 棒引 大輔 ３年２組 保体 野 球 

田中 奈己 教 務 理科 サッカー 深田めぐみ ３年３組 社会 吹奏楽 

杉原 洋里 １年１組 社会 女子テニス 高地 千穂 ３年副担 英語 女子バスケ 

福田 竜介 １年２組 英語 男子テニス 山本 瑶司 ３年副担 理科 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・卓球 

土橋 哲明 １年３組 理科 陸 上 下山  眞 育成１組 保体 卓 球 

輪玉 結子 １年副担 国語 陸上・合唱 井谷 有美 育成２組 美術 文 芸 

坂本 彩奈 １年副担 数学 テニス・吹奏楽 森田 奈那 育成３組 家庭 ﾊﾞﾚｰ・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 

宮野 好史 ２年１組 保体 男女バスケ 浦  雅好 育成４組 国語 剣 道 

中村 宗稔 ２年２組 数学 男子バスケ 瀬戸 宏子 非常勤 英語 ― 

中元 佑実 ２年３組 英語 剣 道   

  

  

  

  

小芝 沙弥 非常勤 社会 ― 

濵  小也伽 ２年副担 音楽 合 唱 愛須 貴子 養護教諭 ‐ 男女バスケ 

矢野  孝信 ２年副担 国語 バレー 山根 千明 初任拠点校指導教員 

嵯峨 昭仁 学支学融 国語 野球・社会活動 玉田 陽子 スクールソーシャルワーカー   

末本 富子 児童生徒支援員 打越 文紀 事 務 

木村 正德 スクールカウンセラー 竹本 尚登 校 務 


