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スマホの使い方講座 
 

スマホの使い方講座 

日 時：11月１１日（水） 

   ①10：00～11：30  ②13：30～15：00  ③15：30～17：00 

場 所：田辺市ひがし公民館２階研修室 

申込期間：11月4日（水）～11月10日（火） 

講座内容：スマートフォンの基本操作、写真の撮り方、LINEの使い方等 

※主事が分かりやすくお教えします。 なんと、お手製のガイドブックもプレゼント！是非、ご参加ください。 

【定員】 

各先着４名 

お申込みは、先着とさせていただきます。公民館事務局までお問い合わせください！  

 問合せ： 田辺市ひがし公民館 TEL：22－2088 

 

●開催前に１人ずつ、非接触型体温計で体温を測らせていただきます。 

●アルコール消毒の徹底、マスク着用で参加可能とさせていただきます。 

●参加者同士の間隔を空けて行います。 

●会場の換気、室内温度には注意を払います。 

●スタッフは、フェイスシールドを着用し、参加者のスマホに触れないようにタッチペンを使用します。 

●使用する物は、事前に消毒します。 

新型コロナウイルス感染症対策について 

「ひがしふれあい秋祭り」・「校内音楽会」の中止、 

「参観日（オープンスクール）」・「校内美術展」の開催について 

 さて、11月は学校開放月間にあたり、例年であれば「ひがしふれあい秋祭り」や校内美術展、オー

プンスクールに音楽会など、保護者・地域の皆様に来校いただき、児童の様子を参観いただいており

ましたが、学校・ひがしふれあい秋祭り実行委員会で検討を重ねた結果、今年度は新型コロナウイル

ス感染症防止の観点から、「ひがしふれあい秋祭り」と校内音楽会の実施は難しいとの判断に至りま

した。何とか開催できないものかと、実施の形態を工夫して行うことも検討しましたが、縮小や一部

取止めとなると、本来の趣旨からはかけ離れたものとなってしまい、大変心苦しいところですが、今

年度は取止めとさせていただきます。なお、６年生にとって最後の「ひがしふれあい秋祭り」となり

ますので、６年生を対象にした思い出に残るような活動を検討しております。詳細が決まり次第お知

らせいたします。また、参観日（オープンスクール）、校内美術展は、３密を避ける形での実施を考

えております。詳細について下記の通りになりますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

１．参観日（オープンスクール）  

 オープンスクールは、例年、普段の授業をご覧いただく機会として、保護者の方々や地域の皆様に

公開しております。今年度は一度も参観日を行うことができていないということもあり、保護者の

方々に学校での様子を参観いただけるよう、密集を避けて分散の形で実施します。日程につきまして

は誠に勝手ながら地区割りで計画しております。下記の表の通り授業を公開しておりますので、その

日時にご参観ください。なお、ご都合のつかない場合は、予備日にご参観ください。また、各学年の

教室への出入りは、密集にならないように譲り合って参観いただきますようにお願いします。状況に

よっては、廊下からの参観をお願いする場合がございますのでご了承ください。 

 

２．校内美術展  

 参観日と同様に分散の日程で開催いたします。子供たちが力いっぱい取り組んだ作品ばかりですの

で参観された後にでも御覧いただきますようご案内申し上げます。 

 

３．お願い 

・新型コロナウイルス感染症防止のため、マスクの着用・アルコール消毒のご協力をお願いいたしま

す。 

・来校される前にはご家庭での検温をお願いします。発熱や風邪症状のある場合は無理をされないよ

うにお願いいたします。お車でお越しの方は、歩行者や対向車に十分気をつけてください。 

 

曜 地区 お車でお越しの方

12 日 木 13:55 ～ 14:40 13:30 ～ 18:00 新万

13 日 金 13:55 ～ 14:40 13:30 ～ 18:00 あけぼの

16 日 月 13:55 ～ 14:40 13:30 ～ 18:00 南新万・橋谷

17 日 火 13:55 ～ 14:40 13:30 ～ 18:00 朝日ヶ丘・宝来

19 日 木 13:55 ～ 14:40 9:00 ～ 18:00 予備日・地域の皆様

20 日 金 13:55 ～ 14:40 9:00 ～ 15:00 予備日・地域の皆様

１１月 ５時間目（授業公開） 校内美術展

13:30より運動場を開

放いたします。正門側か

ら進入し、運動場に駐車

をお願いします。

９：００より職員駐車場を開放し

ます。ひがしコミュニティセン

ター側入り口から進入し、職員

駐車場に駐車をお願いします。

＜オープンスクール日程表＞  

� �  



～あがらの飲食店を応援しよら～ 田辺 飲食店応援キャンペーン 第２弾！ 

火災の発生しやすい時季を迎えるに当たり、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財

産の損失を防ぐことを目的として令和２年11月９日(月)から11月15日(日)までの一週間、全国一斉に「秋

季全国火災予防運動」が実施されます。 

秋季全国火災予防運動 

問合せ 

 田辺市消防本部予防課   TEL：0739-26-9954 

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 

1. 寝たばこは、絶対やめる。 

2. ストーブは、燃えやすいものから離れた位

置で使用する。 

3. ガスこんろなどのそばを離れるときは、必

ず火を消す。 

３つの習慣 

1. 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置

する。 

2. 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐため

に、防炎品を使用する。 

3. 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等

を設置する。 

4. お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近

所の協力体制をつくる。 

４つの対策 

田辺市内のキャンペーン参加店舗でお食事などをしていただき、1,000円以上のレシートや領収書を総額

10,000円以上集めて応募いただいた方に、抽選で合計1,000名様に3,000円相当の田辺の特産品が贈呈され

ます。 

応募先：①田辺市街なかポケットパーク（世界遺産 鬪雞神社参道横）  

〒646-0031 和歌山県田辺市湊27-37 開館時間：9時～17時 年中無休 

②田辺観光協会事務局（田辺市役所３階 観光振興課内）  

〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町１番地 土日祝は受付不可 

期 間：令和２年10月10日（土）～令和３年１月31日（日） 
※レシートや領収書の対象期間 

注意事項：①レシートや領収書は１枚あたり総額1,000円以上（税込）のものが対象 

   例）500円のレシートを20枚集めても応募対象外です。 

 ②10,000円以上のレシートや領収書の場合、１枚で１口の応募 

   例）１枚30,000円分のレシートでも３口の応募にはなりません。 

 ③店舗名、日付、金額が記載されているレシートや領収書が対象 

応募方法：レシートや領収書の原本を応募用紙に添えて、ご持参又はご郵送 

抽 選： 2期（上期・下期）に分けて500名様ずつ抽選 

 ①上期 令和２年10月10日（土）～令和２年11月30日（月）17時までの受付分 

 ②下期 令和２年12月1日（火）～令和３年２月１日（月）17時までの受付分 

 ※郵送の場合は令和３年２月１日（月）当日消印有効 

特産品： 上期と下期の抽選で合計1,000名様に3,000円相当の田辺の特産品を贈呈 

 ※当選発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます 

その他： ①田辺市街なかポケットパークへ持参でご応募された先着500名様には、熊野古道十二景ポス

トカードが進呈されます。 

 ②あがらの新しい飲食スタイル（＝飲食店における新しい生活様式）  
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文武両道 新人総合体育大会 プロムナードコンサート 各種コンクール  
９月末の陸上競技から、今年の田辺・西牟婁新人総合大会が始まりました。（雨天の関係で、２４日ま

で延びている競技もあります）夏の競技会に引き続き、無観客での開催となりましたが、保護者の皆様方

にはご理解ご協力をいただきましたこと、本当にありがとうございます。 

「思いっきり声を出して応援できないのがつらいです。」と言いながら、懸命に支えあっていた選手た

ち。雨の中泥だらけになってボールを追いかけていた選手たち。タイムの度に消毒スプレーでアルコール

消毒をしてもらいながらプレーする選手たち。声を出せない分、精一杯の拍手で応援していたチームメイ

ト。それぞれの会場で、高雄中学校の生徒たちの素晴らしいシーンを、引率教諭、他校の先生方、競技関

係者の皆さんからもたくさん報告いただきました。 

１７日に紀南文化会館において、吹奏楽部がプロムナードコンサートを行いました。コロナウイルスの

影響でほとんどのコンクールが中止となり、３年生にとっては最後の演奏会となりました。多くの保護者

の皆さんの前で、素晴らしい演奏と楽しいステージを披露することができました。 

また、各種コンクールでもたくさん表彰をいただいています。まさに「文武両道」です。 

郡新人総合体育大会 団体競技 
男子バスケットボール部  ２位（紀南大会出場）   女子バスケットボール部  ２位（紀南大会出場） 
男子剣道部        優勝（県大会出場）    女子剣道部       優勝（県大会出場） 
男子卓球部        ２位（県大会出場）    ソフトボール部      ２位（県大会出場） 
男子ソフトテニス部  優勝 （県大会出場）    女子ソフトテニス部  優勝（県大会出場） 
郡新人総合体育大会 個人競技 
陸上部 １年男子４００ｍ  １位 谷本 龍一     １年男子４００ｍ  ２位 立花真那斗 
    ２年男子８００ｍ  ２位 太田  煌     ２年男子３０００ｍ １位 太田  煌 

１年男子走幅跳   １位 柏木 希空     共通男子砲丸投   １位 柳本 大輝 
    共通男子円盤投   １位 柳本 大輝     

１年女子１００ｍ  ２位 八山  櫻     １年女子１００ｍ  ３位 谷地 美紀 
１年女子２００ｍ  ２位 八山  櫻     １年女子８００ｍ  １位 石橋 京華 
１年女子８００ｍ  ３位 尾崎  紅     ２年女子８００ｍ  ２位 楠本 七瀬 
共通女子１５００ｍ １位 楠本 七瀬   共通女子１００Ｈ  ３位 田中  咲 
共通女子砲丸投   ２位 岩間 未宙     共通女子走高跳   ３位 木下 紅蝶 
共通女子４×１００Ｒ ２位 高雄中学校Ａ 

卓球部 男子 １位 加藤 環汰 
剣道部 男子 １位 中山 颯  ２位 中嶋 孔明 女子 １位 野見山みらい ３位 栁 美月 
テニス部男子 １位 森 一慧・栗山 颯真  
    女子 ２位 中本 麻結・工藤 夢叶 ３位 栗林 加蓮・田中 青葉、木下 優来・小川 良美 
税の作文 公益社団法人田辺納税協会賞  中野 愛理 「災害と税金」 
     田辺納税貯蓄組合連合会長賞  岡本 愛生 「身近な税」 
     田辺納税貯蓄組合連合会賞  山本 七夢  青木空伊月  中本昊希  多部ひなた 
「家族の日」絵画作品コンクール ファミリー賞  村上 愛莉 
和歌山県人権啓発ポスターコンテスト 最優秀賞  井谷  雫 
明るい選挙啓発ポスター 入選  木村 愛花 
読書感想文コンクール 準特選  木村 愛花、栗林 加蓮、中垣 水里  入選  榎本 衣玖    
学年別水泳競技大会 ３年生男子４００ｍ個人メドレー  １位 山下颯一朗   

３年生女子２００ｍ自由形    １位 川根 実玖   
３年生女子１００ｍ背泳ぎ    ２位 冨田彩葉 


