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■日  時  １１月２３日（水）午後３時～午後６時 

       ◇受付・練習 午後２時～午後２時５０分 ◇開会式 午後３時 

■会  場  田辺第二小学校 体育館 

■競技方法  １チーム３人で編成する団体戦（トーナメント形式 １１点３セット） 

       ※個人で申し込まれた方は、大会事務局で出場チームを決定します。（１名から申込可） 

■申込締切  １１月１１日（金）１７時１５分までに下記の公民館事務局まで申し込んでください。 

 

       田辺市東部公民館・南部公民館 事務局 

       〒６４６－００２５ 田辺市神子浜一丁目４番６６号 東陽中学校内 

       電話 ２５－０３６０  FAX ３４ー２５８５ 

お申込み 

お問合せ 

【練習日】 １１月１６日（水）、１１月１７日（木）、１１月１８日（金） 

【時 間】 午後７時～午後９時 

【会 場】  田辺市東部公民館 大集会室 

★下記の日程でバスピンの練習用に公民館を開放しますので、どなたでもお気軽にご参加ください。 

 バスピン台・ラケット・ピン球は公民館で貸出します。 

 去る１０月１５日（土）、東陽中学校グラウンドにて、東部公民館グラウンドゴルフ大会を開催しまし

た。当日は３６名が参加し、結果は以下のとおりでした。 

【大会結果】 

１位  竹中 秀夫 さん（スコア：５７、ホールインワン１） 

２位  塩本 敏 さん（スコア：５７） 

３位  寒川 総治 さん（スコア：５８） 

 上位入賞された皆さんおめでとうございます。 

 開催前までは雨予報となっており天気が心配でした 

が、当日は雲一つない秋晴れで、グラウンドゴルフ日 

和となりました。 

 ご参加くださった皆さんありがとうございました。 

※マスクの着用・手指消毒等、各種感染症対策にご協力ください。 

<２> 

１１/２０（日） ＳＨＩＯＧＯＲＩジョイントコンサート開催！ 

 １１月２０日（日）、東陽中学校体育館にて、「ＳＨＩＯＧＯＲＩジョイントコンサート」が開催され

ます。地域の中学生とプロの弦楽四重奏のアーティストによるコラボ企画で、東陽中学校の合唱部、衣笠

中学校の合唱部の皆さんが出演されます。 

 詳細は以下のとおりとなっておりますので、ご近所お誘いあわせの上、是非お越しください。 

■主  催  ＳＨＩＯＧＯＲＩプロジェクト 

■後  援  和歌山県、田辺市、田辺市教育委員会 

■出 演 者  東陽中学校合唱部、衣笠中学校合唱部、LESS IS MORE String Quartet 

■開催日程  １１月２０日（日）１３：００開場／１３：３０開演（約９０分） 

■場  所  東陽中学校 体育館（田辺市神子浜一丁目４番６６号） 

■参加者数  ２００名（参加費無料、一般参加可能） 

               お問合せ 南紀みらい株式会社（電話：２２－２１８０ 担当：片岡） 

～毎日の食事がお口を救う～  「口救
こうきゅう

レシピ」１１・１２月号のお知らせ 

 今回の口救レシピは、「むせ」について考えました！ 

 なぜ「むせて」しまうのか？あなたの飲み込みは大丈夫？など、飲みこみアップ

のヒントを色々な視点からお伝えします！ 

 「口救レシピ」は２か月に１回、奇数月に発行し、田辺市

民総合センターや各公民館で配布している他、右のＱＲコー

ドからもご覧いただけます！ 

 

 

お問合せ 田辺市役所 やすらぎ対策課 高齢福祉係（電話：２６－４９１０） 

公民館でお配り 

してます！ 

 田辺市選挙管理委員会・田辺市明るい選挙推進協議会 

１１月２７日（日）は和歌山県知事選挙の投票日 

「決める、和歌山。」 

 任期満了に伴う和歌山県知事選挙は１１月１０日（木）に告示、１１月２７日（日）に投票が行われる予

定です。私たちの声を県政に反映させる代表者を選ぶ大切な選挙です。棄権したり無効票を投じることな

く、有意義な一票を投じましょう。 

 ●期日前投票と不在者投票 

  投票日当日に投票できない見込みの方は、期日前投票制度等をご利用ください。 

   期間 １１月１１日（金）から２６日（土）までの間 

 その他詳細につきましては、広報田辺１１月号をご覧ください。 

                     お問合せ 田辺市選挙管理委員会（電話：２６ー９９４５） 



<３> 

  
 

 

 

 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、保護者及び親族【祖父母等】を対象に「校内音楽会」
「校内絵画展」を右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。 

 第５３５号  令和４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 

１１月行事予定 

１日（火）明るい笑顔街いっぱい運動  安全点検 
     通学路セーフティーネットの日  
     田辺市教育委員会学校訪問  
２日（水）体重測定 
     避難訓練【地震・津波】１０：００～ 
     委員会／代表委員会 
３日（木）文化の日 
４日（金）「ものづくり名人」社会見学（３年） 
７日（月）ＩＣＴ支援員来校 
８日（火）東部補導委員会１９：３０～ 

１０日（木）ＴＶ放送【児童会便り】 
      育友会費集金日  
      校内絵画展１５：３０～１７：００ 
１１日（金）赤い羽根募金 ～１７日まで 
      スクールカウンセラー来校日【11:00～16:00】 
      校内絵画展１５：３０～１７：００ 
１２日（土）校内音楽会（参観日） 
      校内絵画展 ８：３０～１２：００ 
１３日（日）子どもクラブ「校内バスピン大会」 
１４日（月）振替休業日（校内音楽会の振替） 
１６日（水）職員会議 
１７日（木）ＴＶ放送【掲示委員会便り】 
      スクールカウンセラー来校日【11:00～16:00】 
      育友会ベルマーク整理（４年） 
１８日（金）秋の遠足  ※お弁当持参日 
１９日（土）社会科・生活科作品展13:00～16:00白浜町立体育館 
２０日（日）社会科・生活科作品展 9:00～16:00白浜町立体育館 
２２日（火）遠足予備日 ※お弁当持参日 
２３日（水）勤労感謝の日 
２４日（木）ＴＶ放送【２年生便り】 
２５日（金）ＩＣＴ支援員来校  
２６日（土）・２７（日）田辺市生涯学習フェスティバル 
２９日（火）郡市音楽会（４年、５年、６年、合唱部） 
３０日（水）クラブ活動  ＡＬＴ来校（５年、６年） 
 
※１２月１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２日（金）】 

郡陸上競技大会に出場した５・６年生 

田辺スポーツパークにて 

 「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・５年・６年）、昇降口掲示板（１年・３年）を予定して
います。 

◇日 時   １１月１０日（木）１５：３０～１７：００ 

       １１月１１日（金）１５：３０～１７：００ 

       １１月１２日（土） ８：３０～１２：００ 

「低・中・高別校内音楽会のお知らせ」 
体育館において校内音楽会を以下の日程で開催いたします。 

◇日 時  １１月１２日（土）８：３０開場 

       ８：４５～ ９：３０・・・１・２年生の発表 

       ９：４０～１０：２５・・・３・４年生の発表  

      １０：３５～１０：５０・・・合唱部の発表 

      １１：００～１１：４５・・・５・６年生の発表  「第５８回田辺・西牟婁 
             小学校陸上競技大会」 
１０月２２日（土）に５・６年生５５名が郡陸上競技大会に出場し

ました。さわやかな秋晴れの中、子どもたちは、練習の成果を存分
に発揮して、走・跳・投に、よく頑張りました。 
自己ベストを０．１秒でも、１ｃｍでも更新できた児童はもちろん、

今回はベストを出すことができなかった児童も、一生懸命頑張った
記録はどちらも立派な記録です。汗を流して練習してきた事や、当
日他校の友達と競い合った経験を今後の学校生活に生かしてほ
しいと思います。 

各種目の入賞者 

◇女子４×１００ｍリレー １位  1分00秒41  

         （池本愛萌、楠本悠月、谷本萌音、前田歩渚） 

◇男子４×１００ｍリレー ４位  57秒16 

               （杉本一陽、峰 颯葵、古田 琉、大石優斗） 

◇男子６０ｍ   ３位  峰 颯葵  9秒16 

◇女子１００ｍ  ５位  前田歩渚  15秒78 

◇男子１００ｍ  ６位  古田 琉  15秒07 

◇女子走り高跳び ４位  池本萌愛  1m10cm 

         ８位  谷本萌音  1m10cm 

◇男子走り高跳び １位  杉本一陽  1m28cm 

         ３位  谷 結人  1m20cm 

         ６位  藤田玲雄  1m15cm 

◇女子走り幅跳び ７位  海野智咲  3m25cm 

◇男子走り幅跳び １位  大石優斗4m47cm【大会新記録】 

◇男子ボール投げ ３位  山本こたろう 56m56cm   

児童会後期役員紹介 
 

 先日、後期児童会役員選挙が実施されました。立候補者
のみなさんの演説は見事なもので、「気持ちのいい挨拶が
できる学校に」「楽しく笑顔あふれる学校に」「みんなで
遊べるイベントを開催したい」等、思いを語ってくれまし
た。選ばれた５名の新リーダーは、田辺第二小学校をさら
によりよい学校にするために力を発揮してくれることと思
います。 

 会 長  松江 蒼佑（６年） 

 副会長  杉村 颯祐（６年） 増田 紗柚希（５年） 

 書 記  杉本 泰彗（６年） 中岸 華琉（５年） 

<４> 

東陽中学校 学校だより 

１１月号 令和４年１１月１日 

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、「文化の秋」「授業の秋」として１１月を学校開放月間としています。生徒たちの

日頃の学習成果を見ていただきたく、行事により「保護者のみの参観」「地域の皆様にも広げた

参観」と感染対策を工夫しつつ行う予定です。どうかご理解の程お願いします。 

１１月 ２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。 

 

１１月１６日（水） 文 化 発 表 会   

 午前中の開催で、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。 

作品展示は東部公民館大集会室で行っています。 

午後は、ミニコンサートを鑑賞します。 

３年生がこの日発表の曲を、２８日（月）にある 

郡市中学校音楽会にて歌います。 

 

他の取り組み、発表会・展示会   

○１２日（土）田辺エキストラ商店街にて、１０時～ 

商品開発に取り組んでいる２年生が、地域資源を生か 

したお弁当とスイーツ、ジュースの販売をします。 

合唱部も、１４：３０からｅｎ＋で演奏します。 

○２０日（日）弦楽四重奏LESS IS MOREによる 

 「SHIOGORIジョイントコンサート」（１３：３０体育 

 館）に、本校合唱部がコラボ出演します。  

○２６日（土）２７日（日）田辺市生涯学習フェスティ 

 バル（市民総合センター）にて、本校の学社融合の取 

 組の様子をパネル展示します。 

○各公民館での秋の作品展に、生徒の作品を出展予定で 

 す。詳細は各公民館報をご覧下さい。 
 

 

参観：保護者のみ  

作品展示は地域の方もお越し下さい（９～１２時） 

参観：自由  

ＴＯＹＯマート「エキストラ」出店！ 

東陽中は地域を盛り上げるために、地元の事業所さ

んの協力のもと、商品開発に取り組んでいます。 

今回は、世界遺産の闘鶏神社と東陽をテーマに、地

域資源を活かしたお弁当とスイーツを作りました。

お弁当には、私達が木材加工した絵馬やコースター

（限定各５０個）もついてます！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２種類の梅ソース「紅白ささみしそ巻き」 

 

僕が“ぼうさい未来学校”に参加して、一番心に残っていることは、避難 

所運営について実際に考えたことです。災害が発生したと想定して、どうし 

たらより良い避難所にできるか他校の生徒たちとグループになり考えました。 

たくさん部署があり、いろんな立場の人がいても、部署同士の対立が起こら 

ないように、効率良く避難所運営を進める方法を知ることができました。も 

しも、地震などの災害が起こった時には、この学びを生かしていきたいです。なお、津波等の場合、東陽中学

生はオークワ様付近の高台へ一時避難します。その後、状況により最善の方法をとり、家族との合流場所は基

本「田辺高校」です。いざという時のために家族で避難・防災について話し合いましょう。〔文：内野智哉〕 


