令和４年度田辺市立幼稚園新入園児募集について

令和３年

田辺市立の各幼稚園では、令和４年度の新入園児を次の要項で募集します。各園の様子については、ホー
ムページ(http://www.city.tanabe.lg.jp/gakkou/shiritsuyouchien.html)でご覧いただけますので、参考
にしてください。
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勇気

■募集期間：９月１日（水）～30日（木） ８時30分～16時30分
※但し、土・日曜日・祝祭日を除く。
■願書配布：①配布の時期 ９月１日（水）～ ②配布の場所 各市立幼稚園
■入園対象児：下表の通園区域に居住する満４歳と満５歳の幼児
◇満４歳（平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ）
◇満５歳（平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ）
■通園区域

園名

住所

新庄幼稚園

田辺市新庄町1437

三栖幼稚園

田辺市三栖147-5

上秋津幼稚園

田辺市上秋津4524-4

中芳養幼稚園

田辺市中芳養1870-1

募集園児数
４歳児

前号に引き続き、今回も東陽中学校の生徒のお話です！

ある日、ゴミ置き場に置かれていたゴミ袋をカラスが食い散らかし、道一面に汚いゴミが
まき散らかされていたのだという。そこへ登校中に通りかかった１人の生徒がそれを見て、
なんと１人でその生ゴミを集め、車が通れるように片付けてから学校に向かったそうだ。
自分がその生徒の立場なら同じことができていただろうか。その勇気は出せていただろうかと思いまし
た。そこで、先生にその生徒をインタビューしていただきました。

先生「その時の様子を簡単に教えてください。」
生徒「はい、朝練に行く途中に見つけました。カラスがゴミ袋を破って、そこら中にゴミが
散らばっていました。」

22-3826
２０名

１５名程度

34-0104
35-0330
24-0510

◇応募者が定員を上回る場合は抽選等により調整します。
◇定員に満たない場合は９月30日（木）以降も随時受け付けます。
◇各園の様子をホームページでご覧いただけます。
■申込み：願書は直接希望する園に提出してください。
■入園決定の通知：入園決定した方には、11月30日（火）までに「入園許可通知書」を発送します。

先生「それを見た時にまずどう思いましたか？」

第52回 田辺俳句大会 作品の公募について

生徒「きたな～！と思いました。こんなん車通りづらいやろうなって。」
先生「確かにそう思いますよね。普通はそのまま通り過ぎてしまいそうですが、まだ何か

電話

５歳児

生徒「片付けようかなと思いました。」

来る10月24日（日）に開催予定の「第52回 田辺俳句大会」の作品の公募を下記のとおり行います。
この大会は、田辺市及び周辺地域在住の俳句愛好家のみなさんが結社を越えて行う大会です。
皆様奮って御応募ください。なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、内容変更
及び開催を中止する場合があります。

先生「おお！普通はそんなふうに“片付けた方がいい”とは思ってもなかなかこんな汚いも

１

思ったんですよね？」

のを片付ける勇気は出ないでないんじゃないかな、と思うんです。どうやって決心し
たのですか？」
生徒「決心っていうほどじゃないんですけど、お父さんだったらするかな、と思ってこうど
うしました。」
先生「すばらしいお父さんなんですね！今回は色々話を聞かせてくれてありがとう！」
「勇気」を辞書で引くと“普通の人が恐怖や不安、躊躇あるいは恥ずかしいなどと感じることを恐れず
に自分の信念を貫いて向かっていく積極的で強い気持ちのこと”と書かれていました。つまり、自分の心
の弱さに勝とうとする気持ちこそが「勇気」だと思います。

公民館職員の出張について
●日時
７月２６日（月）～８月２０日（金）
●出張先 和歌山大学
●研修のため、上記の期間不在となります。地域の皆様方におかれましては、何かと御不便をおかけ
いたしますが御理解の程よろしくお願い申し上げます。
<１>

主催

田辺市俳句連盟・田辺市中央公民館

２ 大会部門
（１）一般の部 （２）小学生の部 （３）中学生の部
３ 応募方法
（１）未発表の作品５句１組（一人あたり最大５組まで）
ただし、中学生以下の部については、２句１組とします。
（２）整理料１組につき1,000円。応募の際に大会事務局へ納入してください。（中学生以下は、無料）
（郵送による応募の場合は、郵便小為替を同封してください。）
（３）作品は所定の投句用紙又は原稿用紙に楷書で丁寧に書き、マスを空けずに上部から連続して書いて
ください。なお、前書き及びルビ（ふりがな）は付けないでください。
応募用紙は、田辺市民総合センター３階 田辺市中央公民館及び各公民館にてお渡しします。また、
公式ホームページからもダウンロードできます。
（４）俳号のほか、住所、氏名及び電話番号を記載してください。
４

受付期間

令和３年８月２日（月）～８月31日（火） ※当日消印有効
※中学生以下の部は、９月７日（火）まで

５

申込先

田辺市俳句連盟事務局 〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番１号
教育委員会生涯学習課内 TEL：0739-26-4925
FAX：0739-25-6029
<２>

４年生掲示板の作品紹介
「 夏の楽しみ 俳句 」

田辺市立東陽中学校・学校だより
８月号 令和３年７月２４日
６年生掲示板の作品紹介
「切ってはって、自分だけの形」

第５１８号

令和３年７月２０日

田辺第二小学校

いよいよ夏休みが始まります！

学校だより

「地区懇談会のご案内」

いよいよ子どもたちが待ちに待った夏休みが始まり
ます。まずは、１学期によくがんばった点、努力した
点についてお子さんと共に喜び合っていただき，次に
課題のある点については励ましてあげていただきたい
と思います。
長い休みになるとどうしても生活が
不規則になりがちです。有意義なお休
みにするためには、学習・生活の両面
で目標を立て、できるだけ規則正しい
生活をすることが大切です。子どもた
ちが決めた目標や時間の使い方などについて、ご家庭
でもアドバイスをしていただければと思います。１学
期の復習や読書をしたり体力づくりをしたり、長い休
みでなければできないことにも取り組めるよう応援し
てあげてください。
ケガや病気をしないことも、夏休みを楽しく過ごす
ために大切なことです。普段から、地域の方々より、
子どもたちの自転車の乗り方が気になるというご指摘
もいただいております。学校でも指導を致しますが、
配布しております「ねうちのある夏休みに」をご参照
いただき、ご家庭でもご指導をお願いいたします。
２学期の始業式には，全員が元気に登校してくれる
ことを願っています。思い出いっぱいの良い夏休みに
してください。

本 年 度 の 地 区 懇 談 会 は、７ 月 ２ ７ 日
（火）に開催します。テーマは『「児童
の健全育成に向けて」～子どもの安心、
安全、生活習慣について考える 学校・家庭・地域ぐ
るみで取り組もう～』です。学校・家庭・地域での子
どもたちの様子について、気軽に話し合える地区懇談
会になればと願っております。
月末で、ご多用の中ではありますが、たくさんの皆
様のご参加をお待ちしています。（マスク着用でのご
参加をお願いします）
開催にあたりまして、各地区長様、育友会本部役員
様をはじめ大勢の皆様にご協力をいただきます。どう
ぞよろしくお願いします。

セキセイインコをいただきました
地域にお住まいの岡本さんからセキセイインコを２
羽いただきました。おかげさまで学校の鳥小屋のイン
コが３羽になり、子どもたちも大喜びしています。飼
育委員会を中心にしっかりお世話をしていきます。あ
りがとうございました。

８月行事予定
３日（火）校内水泳記録会予備日

夏休みの作品募集について

１年生にとっては、４月の入学以来新しい生活に慣れるために努力し、２，３年生にとっ
ては上級生として、それぞれの立場で勉強に部活動に精一杯頑張った１学期であったことと
思います。
さて、７月21日から８月31日まで、42日間の夏休みに入ります。３年生は自分の進路に向
けての学習に取り組む絶好の機会です。２年生には、部活動の新チームの主力としての活躍
を、１年生には中学生として自覚ある生活と行
動を期待しています。学年ごとに立場は異なり
ますが、自分の目標や志をしっかりもち、充実
した夏休みにしてください。
保護者の皆様、地域の皆様、本校教育活動へ
のご理解とご協力を有り難うございました。夏
休みは家庭や地域で過ごす時間が多くなりま
す。生徒の安全と健全育成への支援をどうか宜
しくお願いいたします。

田辺西牟婁中学校総合体育大会 県大会出場 紹介
【女子バスケットボールの部】 優

勝

◆県大会 ７月２５日～ 湯浅町で

【軟式野球の部】

優

勝

◆県大会 ７月２４日～ 東牟婁で

【サッカーの部】

準 優

勝

◆県大会 ７月２４日～ 東牟婁で

【なかよし、６年、５年、２年】

本年度も作品募集についての一覧表をお配りしま
す。子ども自身が興味を持って取り組めるものがあれ
ば、チャレンジしてみるのも素敵なことです。詳しく
は、各学年からの課題についてのお知らせをご参照く
ださい。
昨年度は実施できなかった校内作品展ですが、今年は
開催します。田辺・西牟婁社会科、科学、家庭科作品
展についても開催される予定です。

４日（水）校内水泳記録会予備日
【１年、３年、４年】
８日（日）山の日
１１日（水）
１２日（木）夏季特別休暇のため学校は閉庁。
１３日（金）

１９日（木）全校登校日

８：００～１０：００

ＮＨＫ子ども音楽コンクール【合唱部】
２３日（月）ＭＢＳコンクール録音【合唱部】

「育友会奉仕作業について」
育友会学校支援部の皆様を中心に実施していただい
ている整備作業は、９月５日（日）午前８：００～１０：００に
決まりました。【雨天決行】
残暑の厳しい中で大変申し訳ございませんが、子どもた
ちにより良い教育環境を提供するため、保護者の皆様のご
協力をどうぞよろしくお願いいたします。

※合唱部練習日及び児童日直（５年生）について
は、担当からのプリントをご覧ください。
※夏休み中の学校には、土・日・祝日、８／１１
～８／１３を除いて日直の職員がいます。
何かあった場合は、ご連絡をお願いします。
【８時～１６時３０分】
☎２２－６４２７
<３>

【陸上競技の部】

１年女子１００ｍ 第１位
共通女子２００ｍ 第２位
共通女子走り幅跳 第２位
共通女子１００ｍＨ 第３位
共通女子４×１００ｍリレー 東陽中Ａ 第３位
◆県大会 ７月２４日～ 紀三井寺で

【女子テニスの部】 個人戦 ベスト８ １ペア
◆県大会 ７月２６日 白浜町テニスコートで

育友会整備作業

8/22(日) 午前7:30～9:00

昨年度は実施できなかったのですが、今年度は校内整備作業を行います。
草刈りや溝掃除、ガラス拭きを行います。 多くの皆さんのご協力をお願いします。
<４>

