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１１月は、「新たなことにチャレンジする」そして「新しい価値を生み出す」月間となりました。  
日常生活の中では、STUDY WEDNESDAYが始まりました。そして行事面では、各学年が新たな取り組み

を作り出してくれました。３年生は、コロナ感染症の影響もあり、今までの「東京方面」にとらわれず、

県内では唯一の北陸方面への修学旅行を成功させました。その中で、「まだまだ日本国内には学ぶべきこ

とがたくさんあること」に気づき、またＩＣＴを活用しながら自分たちの学びを発信することにも挑戦し

ました。２年生は、同じくＩＣＴ教育の一環として外部講師を招き、「情報機器（ドローンなど）を使っ

て何ができるのか」を考える取り組みを展開すると同時に、百人一首大会という伝統を学ぶことにもチャ

レンジしました。１年生では、昨年度から始めているＳＤＧｓの視点から「熊野の

森プロジェクト」を始めました。熊野古道のどんぐりから苗木を育て、植林すると

いう活動です。 新しいことにチャレンジする中では、当然想定外のことも発生

し、失敗やうまくいかないこともでてくるでしょう。しかし、それを乗り越えるよ

う知恵を出すことが本来の学習だと考えています。   

 
 

 

 １１月１４日（土）に田辺市スポーツパークにて開催された「和歌山県中学校

駅伝競走大会」に男女のチームが出場しました。十分な準備もできない状況でし

たが、女子チームが見事に優勝しました。例年であれば全国駅伝に出場できるの

ですが、今年は大会中止となっているのが残念でなりません。また、各競技の県大会においても、西牟婁

郡の代表として全力で戦い、素晴らしい結果を残してくれました。 

 一方、文化面でも各コンクールで表彰をいただいています。ビブリオバトルへの出場や、吹奏楽部の稲

成小学校の参観授業での演奏など、地域の活動にも積極的に取り組んでくれています。 
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   学校だより  

 

 館報11月号にて、高雄中学校での展

示につい募集させていただきました。

本年は公民館で普段活動されている

「クラフトテープ和」の方々の作品を

展示させていただくこととなりまし

た。 

 高雄中学校での展示の様子は、コロ

ナ禍ということで関係者のみの観覧と

なりますが、「公民館ロビー展示会」

にも展示してくださいますので、是非

ご覧ください。 

県駅伝競走大会女子の部 優勝 

郡新人総合体育大会  

男子ソフトテニス部 団体の部 優勝（県大会出場） 女子ソフトテニス部 団体の部 優勝（県大会出場） 

和歌山県新人総合体育大会  

女子ソフトテニス部 団体の部 ３位（近畿大会出場） 

          個人の部 ３位 木下 優来・小川 良美 組（近畿大会出場） 

               ベスト８ 工藤 夢叶・中本 麻結 組（近畿大会出場） 

男子ソフトテニス部 個人の部 ３位 森 一彗・栗山 颯真 組（近畿大会出場） 

女子バスケットボール部 ３位 

和歌山県中学校駅伝競走大会 

女子の部 優勝 楠本 七瀬、米田 愛未、楠本 風舞稀、木下 紅蝶、石橋 京華 

西牟婁郡美術展出品 

１年生 柏木 希空、鷹巣 由奈、井川 愛理、樫本 朱里  ２年生 井上 真琴、山下 明日香、楠本 
七瀬、新谷 歩実  ３年生 寒川 温菜、齊藤 奈津美、宮前 壮真、大浦 邑佳 

きのくに書道展 

毛筆の部 大賞 藤川 峰也  きのくに大賞 志波 佑樹  硬筆の部 きのくに大賞 山嵜 日菜乃 

税の作文コンクール 

公益財団法人田辺納税協会長賞 中野 愛理 

田辺納税貯蓄組合連合会長賞優秀賞 岡本 愛生 

同            佳作  山本 七夢、青木 空伊月、中本 昊希、多部ひなた 

ビブリオバトル出場  木村 愛花 

防災学習会 開催のお知らせ 

日時： 12月16日（水）13：50～15：00 

場所： 中部公民館 大集会室 

テーマ： 私たちに何ができるのか 

     東日本大震災に学ぶ 

講師： 齋藤幸男 氏 ・ 雁部那由多 氏 

 中部公民館では、本年度の重点 

アクションプランの一つ、「防災学習の推進」の実施による

「防災意識の向上」を目的に、防災学習会を開催します。 

 本年度は、齋藤様・雁部様とオンライン会議システム

ZOOMで、東北と中部公民館をつなぎ、「3.11 東日本大震

災」の体験を中心にお話を聞かせていただきます。 

 私自身、昨年縁あってお二人のお話を聞かせていただき、

東日本大震災を経験された生の声を聞き、震災の被害の大き

さ、惨さを改めて認識し、防災について深く考えるきっかけ

となったとともに、身が引き締まりました。 

是非ご参加ください！ 

【講師紹介】 

 齋藤幸男。東北大学教育・学生支援

部特任教授。（元宮城県石巻西高等学

校校長）防災士。 

 震災当時、教頭として宮城県石巻西

高等学校で壮絶な避難所運営にあた

る。その経験をもとに、いのちと向き

合い・いのちをつなぐ教育を広める活

動を行っている。 

 雁部那由多。東松島市出身。東北学

院大学２年。災害社会学を学ぶ傍ら、

各地で語り部活動を行っている。 

 館報11月号にて、公民館ロビー展示会への出展を募集させて

いただいたところ、数名の方よりご応募いただきました。 

 例年のように大きな作品展の開催はできませんが、コロナ禍

において作製された作品を下記期間にて展示しております。 

 お近くに来られた際には、お立ち寄りの上、是非ご覧くださ

い。 

日時：12月８日（火）～11（金） 

          9：00～17：00 

場所：中部公民館ロビー 

公民館ロビー展示会 高雄中学校展示会 

※高雄中学校との共催講演 



 

     ②                 中部公民館だより 令和２年12月号                                      中部公民館だより 令和２年12月号                ③ 

 
 和歌山県内には、現在公立の

夜間中学校はありませんが、自

主夜間中学「岩橋夜間学校」が

20年近く活動を続けています。

映画上映を通じて、学びを大切

にする公立夜間中学校の重要性

を伝えます。 

夜間中学校 映画上映会のお知らせ 
 

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、皆さんのご協力をお願いします。 

1２/１（火）、１/８（金） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策について 
 

◇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、マスクを着用し、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。 

初心者のための 

問合せ：◇中部公民館 TEL：22-0009 ◇新庄公民館 TEL：22-1606 

お申込みは、上記期間中に、開催場所となる公民館へ電話いただくか、直接窓口

へお越しください。その際に、参加をご希望の時間を教えてください。 

日時：12月21日（月） 

   ①13時～ ②15時～ 

場所：新庄公民館 大集会室 
申込期間：12月７日（月）～17日（木） 

定  員：各回15名【先着】 

日時：12月17日（木） 

   ①13時～ ②15時～ 

場所：中部公民館 大集会室 
申込期間：12月７日（月）～11日（金） 

定  員：各回15名【先着】 

開催! スマホ教室 

 
田辺市公民館ＰＲキャラクター 

メジロをモチーフにした双子のマスコット。 

二人とも頭には公民館をイメージした帽子を被っている。 

老若男女問わず、多くの方に公民館を知ってもらいたいと思っている。 

田辺市では、公民館をより多くの人に 

知ってもらうため、田辺市公民館ＰＲキャラ
クターを作成しました！ 

今回はそのキャラクターの紹介をさせてい
ただきます。 

ご紹介 

  優しくてしっかり者な 
双子のお兄ちゃん 
おてんばなみんちゃんを、いつ
もサポートしてあげているよ！ 
 

好きな食べ物   みかん 

好きな言葉   「学社融合」 

特技       囲碁、俳句 

チャームポイント ウバメガシ 

元気いっぱいでおてんばな 
双子の妹 
いくつかの公民館サークルを掛
け持ちしているという噂が…。 
 

好きな食べ物   梅の花 

好きな言葉   「やにこい」 

特技   ソフトバレー、卓球 

チャームポイント 梅の花 

【日時】 １月23日（土） 13：30～14：50 ※13：00より受付 

【場所】 中部公民館（田辺第一小学校） ※駐車場あり 

【主催】 夜間中学映画「こんばんはⅡ」in 和歌山上映実行委員会 

【共催】 田辺市教育委員会 

【定員】 50名（先着） 

【申込】 12月10日～18日 

     中部公民館までFAXかメールで申込み。（氏名・電話番号・メールアドレス） 

     FAX：0739-34-2914  メール：tyubu.ko@city.tanabe.lg.jp 

【問合せ】田辺市教育委員会学校教育課  TEL：0739-26-9942 

そんな方は是非ご参加ください！ 

今回は。携帯電話の大手キャリアショップ 

の方を講師としてお招きし、この機会 

にスマホの悩みを解消し、使い方を 

マスターして、スマホを楽しみましょう！ 


