令和３年度の「成人の日」記念式典は２回に分
けて行います
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公民館サークル ソフトバドミントン交流大会
◆日

時

◆会 場
◆参加費
◆ルール
◆申込締切

11月28日（日）

午前９時～９時1５分受付

東陽中学校体育館
１人 ３００円
ファミリーバドミントンのルールを使用する
用紙にチーム名・選手氏名・住所・代表者電話番号を記入し、
11月10日（水）～19日(金)の午後５時までに
下記の宛先へファックスまたはメール、ご持参で申込みください。

★下記の日程で無料体験練習会もやってます★
■日

時

■会
■申

場
込

令和３年度の「成人の日」記念式典は、新型コロナ
ウイルス感染症を考慮し、感染予防対策を徹底した
上で、時間帯を分けての開催を予定しています。
なお、今後の感染状況によっては、内容の変更及び開
催を延期又は中止する場合があります。
■日 付：令和４年１月９日(日)
■時 間：ホームページをご参照ください。
■場 所：紀南文化会館「大ホール」
■対 象：
田辺市の新成人（平成13年４月２日～平成14年４月
１日に生まれた方）
※市に住民票がある方には、10月下旬に案内を送付
しています。中学校卒業後、市外に住所を移している
方で、成人式の案内を希望される方は、下記へご連絡
ください。
■その他：
式典内容の詳細や参加に当たっての注意事項は、
ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わ
せください。
■ＵＲＬ：
https://www.city.tanabe.lg.jp/
shougai/kouminkan/seijinshiki.html

11月14日（日）・27日（土）午後７時30分～9時
東陽中学校体育館
2日前までに事前申込(氏名・住所・電話番号)お願いします。
申込先 田辺市東部（南部）公民館 ＦＡＸ 0739-34-2585
メールアドレス：tanaka.ko@city.tanabe.lg.jp
田辺市立東陽中学校内 東部（南部）公民館事務室

【ご注意】新型コロナウイルスの影響により予定を変更する場合があります。ご了承ください。

救菜レシピ１１・１２月号ができました！
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11.12月号を発行しま
した。
今回は、祭事の時によく食べる巻き寿司！余って固くなった
巻き寿司を美味しく食べるためのレシピ等を紹介しています。
そしてアイデア料理も「巻き寿司」です。男前巻きと美人巻
きを紹介！どんなお寿司かお楽しみに！

<１>

「令和３年度新成人」応援事業を実施します
田辺で育ち、成人を迎える方に、ふるさと田辺の地
域産品（応援品）をお送りします。
■対 象：
平成13年４月２日～平成14年４月１日に生まれた方
（令和３年度新成人）で、次の①、②のいずれかに該
当する方のうち、本事業への申込みのあった方
①令和３年10月１日時点で市に住民票がある方
②①以外の方で、市内の中学校を卒業し、申込み期限
までに市に申し出のあった方（式典への出席申込者
を含む。）
■申込み：
応援品を掲載した冊子を上記の対象者に郵送しま
す。令和４年１月21日(金)までに、冊子に記載の二次
元コードを読み取り、必要事項を入力の上、お申し込
みください。郵送・ＦＡＸ等での申込みを希望される
方はご連絡ください。
※対象者の方で、11月10日(水)までにお手元に冊子
が届かない場合はご連絡ください。
■申込み回数：１人当たり１回のみ
■応援品の発送時期：12月以降
■ＵＲＬ：
https://www.city.tanabe.lg.jp/
shougai/kouminkan/ouenzigyou.html

問合せ：生涯学習課 公民館係（市民総合センター３階） ☎０７３９－２６－４９２５

田辺市文化事業 「ＤＲＵＭ ＴＡＯ（ドラムタオ）『光』」
【日

程】 令和３年11月15日（月）

【開催時間】 18時30分開演（17時45分開場）
【会

場】 紀南文化会館「大ホール」

【チケット】
5,000円 指定席（未就学児の入場はできません。）
◇10月18日(月)～発売中！
◇直接販売 ・紀南文化会館
・田辺市教育委員会 文化振興課（市民総合センター３F）
◇電話予約 ・紀南文化会館 TEL 0739-25-3033
・田辺市教育委員会文化振興課 TEL 0739-26-9943
【その他】
◇新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として来場者全員に、
マスクの着用と手指の消毒、検温、連絡先の提出にご協力いただきます。
◇37.5度以上の方は来場をご遠慮いただく場合がございます。
◇体調のすぐれない方は来場をお控えください。
◇会場の混雑等により、入場制限をする場合がございます。
田辺市教育委員会
◇感染状況により、本公演を中止・延期する場合がございます。あらかじ
文化振興課 文化振興係
めご了承ください。
TEL 26-9943(直通)
<２>

１年生掲示板の作品紹介
「 おむすびころりん 」

田辺市立東陽中学校・学校だより
１１月号 令和３年１１月１日
２年生教室の作品紹介
「 スイミー 」

第５２１号

令和３年１０月２６日

田辺第二小学校

学校だより

学校開放月間について

「暮らしを見つめて」～見直そう私たちのくらしを～

例年ですと、１１月は学校開放月間として保護者及び
地域の皆様にたくさん来校いただいておりましたが、本
年度も、コロナ禍中のため学校開放を実施することがで
きません。校内音楽会等を楽しみにしていただいており
ました地域の皆様方には、誠に申し訳ありません。ご理
解いただきますとともに、また来年度、感染症による影
響が心配されなくなった場合には、是非お越しいただ
き、子供たちの元気な姿を見ていただきたく思います。
なお、保護者の皆様を対象に「学年別学習発表会」
「校内絵画展」を以下のように開催いたします。マスク
の着用等、コロナウイルス感染症予防のうえ、参観及び
鑑賞くださいますようお願いします。

５年生は総合的な学習で福祉学習を進めています。
社会福祉協議会の方や障害のある方からお話を聞き、
障害者の生活について学んだり、持続可能な社会、み
んなにとってやさしい町作りについて考えたりしてい
ます。初めて知る事柄も多く、どの授業でも子どもた
ちは真剣なまなざしで話を聞いていました。みんなに
やさしい町の実現に向け、学んだ事をこれからの行動
に生かしていってほしいと思います。

「学年別学習発表会のお知らせ」
本校体育館において学年別学習発表会を以下の日程で開
催いたします。
◇日 時 １１月１３日（土）８：４５開場
【午前の部】
９：００～ ９：４０・・・１年生の発表
９：４５～１０：２５・・・２年生の発表
１０：３０～１１：１０・・・３年生の発表
１１：１５～１１：５５・・・４年生の発表
【午後の部】
１３：００～１３：４０・・・５年生の発表
１３：４５～１４：００・・・合唱部
１４：０５～１４：４５・・・６年生の発表
※体育館の保護者席は100席程度を予定しています。密集
を回避するため、基本的には自分のお子さんが発表する時
のみの参観でお願いします。
兄弟関係がある場合の待ち時間は、体育館以外の場所で
絵画鑑賞等をしていただければと思いますが、体育館から
退場後、席に余裕がある場合は、他学年の発表を参観して
いただくことも可能です。
<３>

１０日（水） 授 業 参 観 ＆ 学 年 懇 談
１，２年生は授業参観、３年生は進路説明会を行います。
参観後、学年懇談を予定しています。（参観は保護者のみ）

１７日（水） 文 化 発 表 会

「校内絵画展のお知らせ」
今年の校内絵画展の日程は以下のとおりです。作品展
示場所は体育館（２年・４年・６年）、昇降口掲示板
（１年・３年）、会議室（５年）を予定しています。
◇日時 １１月１１日（木）１５：３０～１８：３０
１１月１２日（金）１５：３０～１８：３０
１１月１３日（土） ８：４５～１５：３０

澄んだ秋空のもと、木々が紅葉で錦のように色鮮やかな季節となりました。
本校では、例年１１月を「文化の秋」「授業の秋」として学校開放月間と設定し、地域の皆
様に取組を参観していただく機会としていました。しかしながら、新型コロナウイルス感染
症拡大防止に伴い、昨年度に引き続いて今年度も、保護者の皆様のみに生徒たちの日頃の学
習の成果を見ていただくこととなりました。どうかご理解の程お願いいたします。

１１月行事予定
１日（月）明るい笑顔街いっぱい運動 安全点検
体重測定 通学路セーフティーネットの日
２日（火）ＡＬＴ来校（５年、６年）
５日（金）避難訓練【地震】
８日（月）「ものづくり名人」社会見学（３年）
９日（火）東部補導委員会１９：３０～
１０日（水）委員会／代表委員会
１１日（木）ＴＶ放送【掲示委員会便り】
校内絵画展１５：３０～１８：３０
１２日（金）校内絵画展１５：３０～１８：３０
１３日（土）学年別学習発表会（参観日）
校内絵画展８：４５～１５：３０
１４日（日）子どもクラブ「校内バスピン大会」
１５日（月）振替休業日（学習発表会の振替）
１９日（金）秋の遠足
２２日（月）遠足予備日
２３日（火）勤労感謝の日
２４日（水）クラブ活動
２５日（木）ＴＶ放送【２年生便り】
租税教室１３：４０～（６年）
２６日（金）花つぼみ会来校
３０日（火）ＩＣＴ支援員来校
ＡＬＴ来校（３年、４年）
※１２月２日（木）に扇ケ浜トリムコースにて、校内持
久走記録会を計画しています。
【予備日１２月３日（金）】

午前中の開催で、各学年の作文発表、合唱コンクール、
合唱部・吹奏楽部演奏、Ｔ-１グランプリなどを予定しています。
作品展示を東部公民館大集会室で行っています。
（体育館の参観は、保護者のみ）

８月末、生徒会の鳥山君と砂野さんが本校を代表して、田
１１月５日
辺市開催の「ぼうさい未来学校」へ参加しました。実際に東
世界津波の日
日本大震災を体験された、佐藤敏郎先生、雁部那由多先生、
斎藤幸男先生からお話を伺いました。東日本大震災の被害・
影響、その後の復興、家族を失った悲しみ、命の大切さ、災
害は予測できないということ、あたり前の日々が最もかけが
リモート研修
えのないものなのだということを実感しました。また、震災
当時中学３年生だった菊池さんからは、今後の防災について
様々な事を教えてもらいました。
研修の最後には、これからの未来を生きる自分たちが安心して暮らしていけるために
“ぼうさい未来宣言”をしました。 以下が、東陽中学校の宣言です。

日常は 明日もあるとは限らない。大切なものは何か

失う前に気づこう！

～自分のこととしてとらえ、正しい判断・行動ができるようになる～
今までの防災活動も、自分たちが被災したわけではないので、どこか他人事として
取り組んでいました。いつ我々の身に、災害が発生するかわかりません。
これからはすべてを自分のこととして捉え、避難訓練や授業などに取り組みます。
<４>

