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令和４年

１月号 

発 行：田辺市南部公民館 （田辺市末広町11番３号） TEL:0739-25-0360    

館 長：押川 仁  主 事：田中 昂志      FAX:0739-34-2585 

事務局 〒 646-0025 田辺市神子浜一丁目４番66号（市立東陽中学校内） 

日 時： ① １月２１日 （金）１０：00～１１：００ 

                          ② １月２４日（月）1０：00～1１：０0 

場 所： 田辺市東部公民館 

申込期間： １月１１日（火）～１月１９日（水） 

          ※申込みはどちらか１日のみでお願いいたします。 

内    容： スマホの本体設定やＬＩＮＥについての内容が 

          入ったガイドブックを元に、学んでいきます！ 

【定員】 

先着３名ずつ 

スマホの使い方講座 

 新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えの

こととお慶び申し上げます。 

 昨年は、一昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な公民館行事

や会議が中止、縮小することとなり、大変残念な思いでおります。そんな中、昨年秋以降、

感染拡大も落ち着いてきたこともあり、公民館の活動も徐々にではありますが再開されており

ます。２月、３月中には、ウォークラリー、グラウンドゴルフ大会、ソフトバレーボール大会等の

開催を予定しておりますので、多くの皆様方の御参加をお待ちしております。 

 また、田辺市ではすべての公立の幼稚園、小学校、中学校に「学社融合推進協議会」

が設立されています。今後も田辺第二小学校、東陽中学校とも協力しながら様々な活動を

進めて参りますので、皆様方の御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 最後になりましたが、館区内の地域の今後ますますの発展と皆様方の御健勝を祈念いた

しまして新年の御挨拶とさせていただきます。 

                           田辺市南部公民館長 押川 仁 

新年の御挨拶 
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令和３年度和歌山県家庭教育支援事業「子育て講座」開催！ 

救菜レシピ 「総集編１号」 を発行！ 

3年間にわたり食生活と料理をお助けした「救菜レシピ」を、令和4年3月

発行号にて終了とさせていただきます。 

そこで今回は、3年間のレシピ総集編第1号を発行しました。今まで手に

取っていただいた感謝の気持ちを込めて、皆様からいただいたアイデア料理

を含む数々の人気レシピを掲載しています。 

また、ご愛読いただいた皆様からの感想もお待ちしております。レシピ最

終ページに添付していますメッセージ用紙にご記入の上、配布窓口に設置の

「感想ボックス」にご投函ください。皆様のお言葉をスタッフ一同楽しみに

しておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

【お問合せ】やすらぎ対策課 ０７３９－２６－４９１０ 

公民館ソフトバドミントンサークル 参加者募集! 

・日時  第１・３・５土曜日及びその間の日曜日  

     午後７時30分～午後９時30分 

・会場  田辺第二小学校 体育館 

・会費  １回100円又は年会費2,000円 ※初回のみ体験は無料参加可能 
 

家族に限らず個人参加でも楽しめます！ 

詳しくは、公民館事務局（電話 25-0360）までお問合せください。 

 去る11月28日（日）に開催されたソフトバドミントン交流大会及び、12月５日（日）に開催された御坊

市ファミリーバドミントン大会において、公民館ソフトバドミントンサークルの結果は下記のとおりでし

た。（敬称略） 

＜11.28 ソフトバドミントン交流大会＞ 

★優勝★ 

東部・中部 チーム 

・南 ひなゑ ・池本 和良 ・土井 照雄 ・井上 ミヤ子 

◆２位◆ 

なかはや チーム 

 

＜12.5 御坊市ファミリーバドミントン大会＞ 

★優勝★ 

なんぶクマノ チーム 

・岩崎 克俊 ・道畑 佳憲 ・池本 和良 

●３位● 

なんぶコドウ チーム 

公民館サークル ソフトバドミントン大会（結果） 

優勝 

日時  令和４年１月28日（金）  13：30～15：30  

会場  万呂コミュニティセンター  

講師  本田昌子氏 （和歌山市子供支援センター元センター長）  

自らの豊富な経験をもとにお話しさせていただきます。子育て中の保護者の方や家庭教育に興味のある方はぜひ

お越しください。  

申込受付  令和４年１月５日（水） ～１月21日（金）  

申込先   〒640-8585  和歌山県和歌山市小松原１－１  和歌山県教育委員会生涯学習課地域教育班  

【☎】073-441-3721  【✉】iwakura_a0006@pref.wakayama.lg.jp  

申込方法 参加申請書に記入の上、FAX、 メール、郵送にて申込受付    一時保育 あり  定 員 30名  
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第５２３号    令和３年１２月２４日    田辺第二小学校    学校だより 
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 ２学期を振り返って 
  
新型コロナウイルス感染者が増加傾向にあった９月、

再度「感染予防の大切さ」と「人にやさしく」という

キーワードを子どもたちに提示してスタートした２学期

でしたが、様々な学校行事も工夫して実施することがで

き、本日はいよいよ終業式を迎えました。ここで少し２

学期を振り返ってみたいと思います。 

９月の運動会は、午前中のみの開催とし

て、低中高学年がそれぞれ３種目に出場しま

した。徒競走やリレー等の力強い走りは見応

えがありました。また、各学年部のダンスやソーラン節

は練習の成果を存分に発揮し、大変素晴らしいものでし

た。保護者の皆様にも参観の仕方や準備・片付け等ご協

力いただきありがとうございました。 

１０月は地区別分散型授業参観を実施しました。高学

年は校内陸上記録会を参観していただきました。 

１１月には「学年別学習発表会」「校内絵画展」を開

催しました。工夫を凝らし、練習を積み重ねてきた合唱

や合奏、自分の思いを表現した図画作品をご覧いただく

ことができました。秋の遠足は好天に恵まれ、自然の中

を友達と楽しく歩くことができました。 

１２月には校内持久走記録会を開催しました。 

振り返ってみると、コロナウイルス感染症対策をした

上で地域や保護者の皆様にご協力いただいたおかげで、

縮小や変更はありつつも、ほぼ例年同様の行事を実施す

ることができました。本当にありがとうございました。 

もちろん我慢や辛抱することも多い中で、頑張ってき

たのは子どもたちです。そんな努力や頑張りがいっぱい

につまった連絡簿を、本日各担任からお渡ししました。

ご覧いただき、子どもたちが良い点をさらに

伸ばすことができるよう、また、課題につい

ては少しでも克服できるようにご家庭でも励

ましていただきますようお願いいたします。 

  本年中は大変お世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。皆様、よいお年をお迎えください。 

銀座ミュージックストリート出場 
 
 １２月４日に合唱部が銀座ミュージックストリート
に出場しました。当日は冷たい北風が吹く中でした
が、合唱部の皆さんがサンタ風の楽しい帽子等をか
ぶって、銀座通りにあたたかく
て素敵な歌声を響かせてくれま
した。ご声援いただいた保護
者、地域の皆様、ありがとうご
ざいました。  

「いい汗流した 校内持久走記録会」 
 
１２月にしてはおだやかで暖かい天候のもと、２日

に校内持久走記録会を開催しました。児童たちは、保

護者の皆様方の声援を受けながら力一杯の走りを披露

してくれました。顔を真っ赤にしながら一生懸命走る

姿、最後まであきらめずに走りきる姿、大きな声で友

達を応援する姿などがとても輝いていました。 

 ご参観いただきました保

護者の方々、地域の皆様、

大会運営にご協力いただき

ました学級委員さん、育友

会本部役員の皆様方に心よ

りお礼申し上げます。  

１月行事予定 
１日（土）元旦     
４日（火）仕事始め 

１０日（月）成人の日 
１１日（火）明るい笑顔街いっぱい運動   
      安全点検 ３学期始業式 職員会議 
１２日（水）３学期給食開始  図書返却① 
      委員会／代表委員会  身体測定 
１３日（木）育友会費集金日  図書返却② 
      ベルマーク整理日13:30～ 
１５日（土）家庭科作品展【10:00～16:00】 
１６日（日）家庭科作品展【10:00～16:00】 
１８日（火）第１回育友会役員選考委員会19:30～ 
１９日（水）職員会議 
２０日（木）ＴＶ放送【３年生便り】  

スクールカウンセラー来校日 
２１日（金）ALT（５年、６年） 

２２日（土）科学作品展示会【13:00～16:00】 
            県PTA指導者研修会 
２３日（日）科学作品展示会【9:30～16:00】 
２６日（水）クラブ活動 ALT（３年、４年） 
２７日（木）ＴＶ放送【合唱部便り】 
      全校参観日 
      （授業13:40～ 学級懇談14:35～） 
２８日（金）文化部主催「我が家の子育て発表会」 
２９日（土）子どもふるさと絵画展【9:00～17:00】 
３０日（日）子どもふるさと絵画展【9:00～16:30】 

３学期の行事予定 卒業式 ３月２３日（水） 

         修了式 ３月２４日（木） 
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田辺市立東陽中学校・学校だより 

１２月号 令和３年１２月１日 

 

１２月２４日に２学期終業式を行い、２５日から１月１０日まで冬休みに入ります。 

今年度の２学期もコロナ禍の中でしたが、工夫しながらできる限り行事を実施してきました。た

だ、生徒たちの取り組みを多くの皆様に観ていただくことができず、残念な気持ちです。 

しかし、生徒たちにとっては仲間と創り上げ成功させた経験を通して、個々の成長と集団の向上が

感じられた２学期であったように思います。生徒の頑張りをたたえるとともに、常に支え応援してい

ただいている保護者の皆様、温かく見守って頂いた地域の皆様に感謝申し上げます。 

さて、１月から３年生は、いよいよ卒業、入試に向けて、１、２年生は

進級に向けて、年度の仕上げの時となります。それぞれの目標に向かっ

て1日1日を大切にし、努力を惜しまず学校生活を送ってもらいたいと思

います。 

保護者の皆様、地域の皆様には、今後も変わらぬご支援とご協力を賜り

ますよう、お願い致します。どうぞよいお年をお迎えください。 

 

生徒会長 鳥山くん   

 

僕たち生徒会本部役員は、「礼儀の正しい学校をつくる」ということを目標に活動してい

ます。１０月より新役員での活動がスタートしました。 

朝の挨拶運動や昼休憩に集まって話し合いをするな

ど、様々な取り組みを行っています。後期は大きな行事

が少ないですが、少ないからこそ１つ１つにしっかりと

力を入れて、学校を盛り上げていこうと思います。今ま

での偉大な先輩方のように、大きなことはできないかも

しれませんが、少しずつこの学校をよりよくするために

本部役員６名で全力を尽くして頑張っていきます。 

引き続きご協力よろしくお願いします。  


