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春季グラウンドゴルフ大会を開催します 

救菜レシピ「総集編第2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」は、今号で終了させてい

ただきます。 

前号に続き、3年間のレシピの中でもう一度お勧めしたい料理を紹介しています。

最後の救菜レシピ、どうぞ手に取ってご覧ください。 

長い間ご愛読いただき、本当にありがとうございました。 

そして5月からは、健
けん

口
こう

を保つために毎日の食事でお口を救う【口 救
こうきゅう

レシピ】を発

行していきます。救菜レシピ同様、皆さまに愛される冊子となるよう努めてまいりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

校庭の木々の芽のふくらみにも、春の訪れが感じられる季節となりました。地域・保護者の皆さま方におか
れましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、３月に入り、中学校では卒業の時を迎えました。今年の卒業生は72人です。それぞれが自分の夢に向かっ
て力強く歩んでいってほしいと思います。 

◇令和３年度学校アンケートを実施しました 

明洋中学校では、毎年保護者の方々を対象に学校アンケートを実施しています。本年度は164人、全体の73.8％の
方々に回答いただきました。いただいたご意見をこれからの教育活動に生かしていきたいと思います。 

一部抜粋して紹介します。                                   （％） 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

                                              

◇村山 典子（むらやま のりこ）教諭「和歌山県きのくに教育の匠」の称号を受賞 

  本校の音楽科の教師であり、ブラスバンド部の顧問でもある村山典子教諭が、
本年度の「和歌山県きのくに教育の匠」の称号を受賞しました。 

 村山教諭は、音楽の授業や部活動を通して生徒に音楽の楽しさを味わいさせな
がら成長を促すとともに、本校や地域はもちろんのこと、田辺市や和歌山県の教
育の発展・充実に大きく貢献したことが認められ、受賞しました。 

◇ブラスバンド部 和歌山県ソロコンテスト 

２月13日（日）開智ホール（和歌山市）にて、和歌山県 

ソロコンテストがあり、２年生の金城さんがみごと金賞に輝きました。 

〇金賞 金城虹心（きんじょう にこ）【２年】 

 楽器：テナーサックス 

◇第73回卒業証書授与式 

３月７日（月）、本校体育館にて、第73回卒業証書授与式を行います。今年度もコロナウイルス感染症の予防対
策として次のような形で行います。 

〇卒業証書授与は、各クラス男女代表１名ずつ。 

〇保護者は、１家族２名以内。            

〇在校生は、２年生の代表者のみ。 

〇来賓については、田辺市教育委員会様・田辺市長部局様・本校育友会長様の３名。 

 〇来賓祝辞については掲示のみ。 

〇歌唱については、国歌・校歌は清聴、送別や卒業の歌についても行いません。 

 ＊ただし、歌唱に代わるDVDを上映 

〇参加者にはマスクの着用、体温の確認、アルコール消毒の実施、また会場の換気などの感染予防対策を行う。 

 

            地域・保護者の皆さま方 

          本年度１年間ありがとうございました。 

          来年度もよろしくお願いいたします。 

                        明洋中学校職員一同 

子育て中のママ・パパ 公民館へきてみませんか？ 

「自主・自律・連帯」 
～それぞれの夢に向かって～ 

項 目 A B C D E 

「自主・自律・連帯」の校訓を生かした教育活動を行っている 40 49 1 0 10 

教員は、楽しくわかりやすい授業をしている 29 47 5 2 17 

学校は、いじめや暴力等の防止に努めている 34 43 3 2 18 

学校は地震などの避難体制を整え、安全教育に努めている 44 48 1 0 7 

子供の家庭での学習時間は十分である 17 29 28 21 5 

学校のコロナウイルス対応はほぼ満足できる 62 33 1 0 4 

佐武教育長に受賞を報告 

田辺市 

明洋中学校 学校だより 

令和４年３月号 

・日   時  ３月20日（日）午前９時スタート 

        （８時45分までに集合願います。） 

・会   場  田辺第一小学校 グラウンド 

・チーム編成  ４名１チーム（当日編成します） 

・申 込 み  当日、会場で受付します。 

・表   彰  全８ホールを２巡し、個人成績により、１位から３位まで表彰します。 

        （ホールインワン賞も用意しています。） 

※雨天の場合は中止します。中止が予想される場合のお問合せは、当日午前８時以降に 

 中部公民館（0739-22-0009）までお願いします。 

楽しいつどいの会 
 結婚や転勤で田辺に来られた、子育て中のママ・

パパ、子育てについての悩みや、情報交換（子ども

の遊び場、買い物情報、医療機関の情報、癒し情

報）を公民館でしませんか？今回は地域子育て支援

センターの方もお越しいただき、お手伝いやアドバ

イスもしていただけます！いろいろお話ししましょ

う！ 

※参加は０歳～就学前児までのお子さんをお持ちの

親御様とさせていただきます。 

先着 親子10組（親御様のみの参加可） 

 

A よくあてはまる  

B ややあてはまる  

C あまり 

  あてはまらない  

D まったく 

  あてはまらない 

 E わからない                     

と き ３月16日（水） 10時～12時 

ところ 万呂コミュニティセンター和室 

申込み 11日（金）～15日（火） 

    13時～16時の間でご連絡ください。 

    地域子育て支援センター愛あい 

    （0739-22-9285） 

主催：地域子育て支援センター 共催：万呂公民館 

※新型コロナウイルスの感染状況により、 

          活動が延期になることがあります。 

田辺市 やすらぎ対策課 TEL：26-4910 

※新型コロナウイル

ス感染症の状況に

よっては中止するこ

とがあります。ご了

承ください。 
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※現在のコロナウイルスの情勢を踏まえ、中止となる 
 可能性があります。 

３/１（火）、４/８（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い運動  あいさつ・声かけ運動定期運動日程 

中部公民館だより 令和４年 ３月号 中部公民館だより 令和４年 ３月号 

スマホ講座を 

   開催します！ 

紀州てまり初心者講習受講生募集 

【お問合せ】田辺市消防本部 予防課 ℡：0739-26-9954 

 今回は、２月に開催予定でしたが、新型コ

ロナウイルス感染防止のため中止となった

「スマホ基本編」を行います。スマートフォ

ンを買ったものの、使い方がいまいち分から

ない、難しい・・・。そんな方必見です！ 

 スマートフォンの基本的な操作からLINE

の使い方まで、主事が分かりやすくお教えし

ます！ 

スマホ基本編 

 ・スマホを購入して間もない方 

 ・写真の撮り方が分からない方 

 ・LINEを利用したことがない方 

  ※初歩的な内容となっております。 

※お申込みは、上記期間中に公民館へお電話をいただくか、直接窓口へお越しください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止することがあります。ご了承ください。 

防災学習会 人権学習会 

令和４年春季全国火災予防運動 

 火災の発生しやすい時期を迎えるに当たり、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４年３月１日（火）～３月７日（月）までの一週間、全国一斉に「春季

全国火災予防運動」が実施されます。住宅火災を防ぐために、次の点に注意しましょう。 

住宅火災 いのちを守る 10のポイント 

－４つの習慣・６つの対策－ 

〇４つの習慣 

・寝たばこは絶対にしない、させない。 

・ストーブの周りに 

 燃えやすいものを置かない。 

・こんろを使うときは火のそばを離れない。 

・コンセントはほこりを清掃し、 

 不必要なプラグは抜く。 

 〇６つの対策 

・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は

安全装置の付いた機器を使用する。 

・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定

期的に点検し、10年を目安に交換する。 

・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝

具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。 

・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置

し、使い方を確認しておく。 

・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難

方法を常に確保し、備えておく。 

・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地

域ぐるみの防火対策を行う。 

 中部公民館サークル「紀州てまり趣味の会」では、４月17日（日）から毎週１回（全８回程度）、紀州

てまり初心者教室を開講します。在住地域・年齢などの制限はありません。 

 どなたでもご参加ください。 

■日  程 初回教室は４月17日（日）午後１時から 

      ※２回目以降は毎週日曜日、午後１時から 

■会  場 中部公民館（田辺第一小学校内） 

■会  費 3,000円（年会費含め全８回分）※材料費は別途必要 

■申込方法 官製はがきに住所・氏名・連絡先（電話番号）を明記の上、お申し込みください。 

      ４月７日（木）必着 

      〈〈申込先〉〉〒646-0036 

             和歌山県田辺市上屋敷一丁目２番１号 

             中部公民館 TEL：22-0009 

２月から延期になっていた両学習会を下記日程で行います！ 

 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、日本防災士会和歌山支部支部長の早稲田

様をお招きし、近年の災害の特長から、様々な被災地

へのボランティア活動の経験、災害への備えについて

お話を聞かせていただきます。 

〇日時 ３月17日（木） 19時～１時間半程度 

〇場所 中部公民館 大集会室 

〇講師 早稲田 眞廣 氏 

〇テーマ 災害に備える 

 今回のテーマは、令和３年４月１日に施行された

「田辺市人権尊重のまちづくり条例」についてです。 

 人権問題は、すべての人に関わる身近な問題です。

女性、子ども、高齢者、性的少数者、同和問題など、

近年さまざまな人権問題がある中で、田辺市としてど

うのような取組を行うのか、市民に求められているこ

とは何か、などのお話をしていただきます。 

〇日時 ３月24日（木） 19時～１時間半程度 

〇場所 中部公民館 大集会室 

〇講師 田辺市人権推進課 

〇テーマ 田辺市人権尊重のまちづくり条例 

・両学習会とも定員先着12名です。 

・参加希望の方は中部公民館へお電話いただくか、直接窓口へお越しください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止することがあります。ご了承ください。 


