
 

 

５月の古紙回収について  

５月６日（木）、２０日（木）です。 

  ※正午までに紙ヒモでくくって、上秋津農村センター前へ出してください。 

 

 

 

  

■館長：芝 光治 主事：中野 旭 

■TEL 35 - 1022   ■FAX 35 – 0569  

■E-mail kamiakizu.ko@city.tanabe.lg.jp 

いきいき健康増進 ５月の予定 

            １３日（木）午後 １：３０～ グラウンドゴルフ 

                ２７日（木）午後 １：３０～ 風船バレー 

※内容は変更する場合がございますので、ご了承ください。 

上秋津公民館ＬＩＮＥ公式アカウント 

 上秋津公民館では、「ＬＩＮＥ」による情報発信を行っております。公民館のイ

ベント情報やお知らせをお届けします。是非、ご登録をお願いします！ 

心配ごと 悩みごと ひとりで抱えていませんか？ 

あなたの秘密は、必ず守ります 

・わたしたちには守秘義務があります（民生委員法 第15条） 

・わたしたちは厚生労働大臣に委嘱されて活動しています 

妊娠（不安で）・子育て（助けて）・一人暮らし（心細い）・健康医療（心配で） 

学校生活（いじめが）・生活費（どうしよう）・介護（つかれた）・福祉サービス（教えて） 

わたしたちはこの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員です 

（敬称略） 

○上秋津地区 民生児童委員 

原 進一（岩内） 中山 貞世（佐向谷） 羽山 満（杉ノ原・千鉢・園原） 

鈴木 幸二（平野・河原） 楠木 勝（奥畑・下畑） 森本 京子（久保田・藤谷） 

〇秋津谷地区主任児童委員 

坂本 洋子（むつみ） 橘 真理（秋津町） 

 問い合わせ先 田辺市役所 福祉課 庶務係（℡26-4900） 

上秋津幼稚園からのお知らせ 

入園始業式から１カ月がたち、新入児も少しずつ園生活のリズムにも慣れてきました。子ども

たちの表情にも余裕が出てきて、草花摘みをしたり、砂場に大きな山を作ったり遊具に挑戦した

りと、元気な笑顔を見せてくれるようになりました。今年度も、保護者の皆様や地域の皆様方に

はお力添えをいただき、子どもたちの成長を温かく見守っていただけますようお願い申し上げま

す。 

【子育て支援事業年間予定】 

上秋津幼稚園では、月１回未就園児を招待して子育て支援事業を行っています。遊びの時間は1

時間程度です。園児との交流活動を中心に進めていきます。今年１年間の日程は次の通りです。

※天候や行事等の都合で変更になる場合もあります。 

 月 日 時 間 内  容  月 日 時 間  内  容 

5/13（木） 10時～ 砂場開放 11/11（木） 10時～ お話の会 

6/17（木） 10時～ シャボン玉遊び 12/5 （日）  9時～ 発表会招待 

7/8 （木） 10時～ 製作遊び 12/17（金） 10時～ クリスマス会 

7/18（日） 15時～ PTA主催の夏フェス 1/24 （月） 10時～ 昔遊び会 

9/9 （木） 10時～ 運動遊び 2/24 （木） 10時～ 交通安全教室 

10/3（日） 午前中 幼稚園運動会かけっこ 3/3  （木） 10時～ ひな祭り会 

〔上秋津幼稚園 ℡３５－０３３０〕 

～上秋津幼稚園「絵本タイム」のお知らせ～ 

 絵本の読み聞かせを通して、園児とのふれあいを楽

しんでいただく絵本タイムです。地域の皆様、ぜひ、

お気軽にご参加ください。 今年度の日程は表の通り

です。時間は午後１時から約半時間の予定です。 

※絵本タイムは状況により延期や中止になる可能性が

ございますので、あらかじめ上秋津幼稚園にご連絡い

ただきますようお願いいたします。 

絵本タイム日程 

 ５月１０日(月) １１月 ８日(月) 

 ６月 ７日(月) １２月１３日(月) 

 ７月１２日(月)  １月１７日(月) 

 ９月１３日(月)  ２月 ７日(月) 

１０月１１日(月)  ３月 ７日(月) 

来月の明るい笑顔街いっぱい運動 

６月１日（火） 

 登校時間に通学路や自宅前で、子どもたちに「おはよう」の一声をかけていただきますよう、

皆さんのご協力をお願いします。※日程が変更する可能性もございますので、ご了承ください。 
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      上秋津中学校からのお知らせ    令和3年4月22日（木） 

中学生になって 

 ぼくは、中学生になって頑張りたいことが３つあります。 

 １つ目は、勉強です。中学生の勉強は、いっぱいあって、追いつけ

なくなる可能性があるので、しっかり先生の話を聞いて勉強したいと

思ったからです。だから、家でも予習をしたり復習をしたりしていっ

たら、テストでも高得点をとれると、思ったからです。 

 ２つ目は、楽しみにしていたクラブ活動です。ぼくは、野球部に入ろうと思っています。なぜなら、小

学校２年生の時から野球をしていて中学校に入っても頑張ろうと、思っていたからです。だから、野球部

に入って、１年生からでも活躍できる選手になりたいです。そして南紀クラブ（西牟婁選抜チーム）とい

うところも目指して頑張っていきたいです。 

 ３つ目は、日頃の生活です。中学校に入ってクラブ、塾とどんどん忙しくなっていくので、こつこつと

やっていきたいです。寝るのも遅くなっていくけど、それに慣れて日頃の中学生活を過ごしていきたいと

思います。 

 そして、ぼくは、人とコミュニケーションをとっていきたいと思います。小学校で友達とあまりしゃべ

らなかったので、中学校ではみんなと、そして先生ともコミュニケーションをとっていきたいです。そし

て、くいの残らない、楽しい中学生活を過ごしていきたいです。（１年生） 

＊＊＊ ５月の主な行事 ＊＊＊ （変更する場合があります） 

５月 ６日（木）内科検診、ＰＴＡ委員総会 

５月 ７日（金）眼科検診 

５月 ９日（日）市Ｐ連定期総会 

５月１０日（月）３年生卒業アルバム写真撮影 

５月１１日（火）スクールカウンセラー来校 

５月１２日（水）中間テスト前クラブ停止（～１７日） 

５月１３日（木）スポーツテスト 

５月１４日（金）スポーツテスト予備日  

５月１７日（月）中間テスト 

５月１８日（火）中間テスト、スクールカウンセラー来校 

５月２０日（木）尿検査１次、ＡＬＴ来校  

５月２５日（火）スクールカウンセラー来校 

５月２７日（木）全国学力学習状況調査 

５月２９日（土）体育大会準備 

５月３０日（日）体育大会 

５月３１日（月）振替休日 

１年生にとっては初めての

定期テストです。計画的に

テスト勉強に取り組んで行

きましょう。 

ＡＬＴ（外国語指導助手）

とは、Assistant  Language 

Teacherの略で英語を母国語

としている先生が、学校に

来てくれて、英語の授業を

補助してくれます。 

初めての５月開催の体育大会です。ブロック

長を中心に団結して成功させましょう。 

上 秋 津 小 学 校 だ よ り 

独 立 ・ 共 同 ・ 誠 実 
        きびしく      みんなで     せいいっぱい 

田辺市立上秋津小学校 

令和３年 ４月３０日(金) 

文  責 ： 木 村  誠 

℡ ３５－００１４ 

 

 昨年度は、新型コロナウイルスの影響で、スター

トが６月にずれ込み、あらゆる面でご迷惑をおかけ

しましたが、今年度は通年通り、４月８日に無事ス

タートができました。 

なかよし 
1年 2年 3年 4年 5年 6年 計 

1組 2組 

2 3 29 29 32 26 31 25 177 

 ４月８日(木)、午前８時４０分から始業式、午

前１０時から入学式をそれぞれ実施しました。 

 入学式は、担任の長瀬教諭が諸事情により欠席

であったため教務の向井教諭が担任代理を務めま

した。 

【入場】 【呼名】 【退場】 

 ２９名の新入児は、呼名の際、

大きな声で「はい！」とお返事が

できました。式辞もしっかりと聞

くことができ、これからの学校生

活が楽しみです。 【教室の様子】 

全校児童１７７名（4／８現在） 

 各学年の人数は上記表の通りです。全校で１７７

名、語呂合わせで『いいな、なかよし』となります

(少し強引ですが･･･)。本校の校訓『独立・共同・

誠実』、その合言葉『きびしく・みんなで・せい

いっぱい』にもつながるとても縁起がいい数字で、

新年度のスタートにふさわしい、と自画自賛してい

ます。まずは、この校訓を本校の学校経営の柱とし

て、保護者･地域の皆様に信頼される学校づくりに

励んで参ります。どうぞご支援･ご協力をお願いい

たします。 

◆令和３年度上秋津小学校職員◆《体制》 

校 長    木村  誠 《校区協議会》 

教 頭    木下 守靖 《育友会、地域連携、子ク》 

教 務   向井安梨香 《 》 

 廣畑奈央子 《 》 

 坂本  結 《福祉活動主任》 

１ 年   長瀬 彰子 《図工主任、生活主任》 

２ 年   佐古 雅矢 《生徒指導》 

３ 年   松本  桂 《 》 

４ 年   片井 ふく実 《算数主任、保健主事》  

５ 年   和田 篤実 《体育主任、防災教育担当》 

６ 年   寺本 修人 《特別活動主任》  

中山 恵美 《水･金》

新採担当  古久保 功 《拠点:会津小、中辺路小兼》 

養護教諭  辻岡 康代 《給食主任》 

事 務   藤田麻紀子 《学校予算、庶務全般》 

用務員   阪本 泰介 《中学校と兼務》 

支援員   脇村 幸子 《午前勤務》 

支援員   平阪 亜希 《午前･午後勤務》 

 前田    暁 

   宇井 琴代 

  川口  節子 

ALT               ジャニン クリスティン 

５月行事予定  

行事変更のお知らせ 
 新型コロナウイルス感染症の急増により児童の健康･

安全を考え、参観日(28日)を中止、育友会総会(28日)

を書面決議、遠足(30日)を延期、といたします。ご了

承ください。 

 ３日（月）憲法記念日 

 ４日（火）みどりの日 

 ５日（水）こどもの日 

 ７日（金）眼科検診 

１０日（月）フッ化物 

１１日（火）  

      内科検 

       

１２日（水）委員会 

１３日（木）集金日 

１４日（金）内科検 

１７日（月）フッ化物 

※６日(木)～２６日(水)教育実習生 

１９日（水）  

２０日（木）検尿(一次) 

２１日（金）やまびこ号 

２２日（土）運動会準備 

２３日（日）運動会 

２４日（月）振替休日 

２５日（火）振替休日 

２７日（木）  

２８日（金）ＡＬＴ 

      集団下校訓練 

３１日（月）フッ化物 


