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 ３月７日に、衣笠中学校

第２８回卒業証書授与式を

挙行いたしました。本年度は７６名のみなさんが、コ

ロナ渦を一緒に乗り越えた仲間との絆を胸に別れを惜

しみながら学び舎を巣立ちました。 

 在校生を代表して2年生の浦川結衣さんは、「常に

私たち後輩の前を歩き、お手本となってくださった先

輩方の背中は、私たちにかけがえのないものを托して

くださいました。これからは先輩方が磨き上げてこら

れた伝統を、私たちが継承していかなければなりませ

ん。」と在校生を代表して送辞を述べました。 

 また、卒業生を代表して嶋本洸也さんが、「この３

年間、僕たちの中学校生活は新型コロナウイルスとと

もにありました。行なわれるはずだった行事もなく

なったり、縮小されたりしました。少し、いや、とて

も寂しく感じることが何度もありました。しかし、そ

のような状況下でも僕たちは、様々な困難を乗り越

え、ともに成長してきました。今日、僕たちにとって

中学校生活初めての卒業式は、僕たち自身の卒業式と

なりました。僕たちはたくさんの経験を積みながらと

もに汗を流し、時には辛いことを分かち合って、涙を

流してきました。僕は、みんなとこの衣笠中学校で過

ごした日々全てが思い出で、大好きな毎日でした。こ

の場を借りて、ともに３年間を過ごしたみんなに言わ

せてください。本当にありがとう。」と卒業生を代表

して、素晴らしい答辞を述べました。 

 卒業生の皆さんは、体育大会や合唱コンクールなど

の学校行事を通して、「自治の力」を発揮してくれま

した。私からは、「しなやかさと好奇心を大切にし

て、これから先の人生をわくわくしながら生きていく

ことのできる人になって下さい。」とエールを送りま

した。  

 

〈校訓〉 時を守り 場を浄め 礼を正す 

No.12 衣笠中学校だより 

 令和４年 3月 24日 

 田辺市立 衣笠中学校 

 公民館では、サークル活動の場として、様々な

団体にご利用いただいております。その中でも今

回は公民館を月２回ご利用いただいている、寿会

（万呂老人会）の「寿会詩吟サークル」を取材さ

せていただきました。 

 詩吟とは、和歌や漢詩などを独特の節回しで吟

ずる（歌う）芸能のことを言います。古今の名詩

を味わいながら、複式呼吸による発声を行うこと

で健康にもつながります。 

 代表の尼田さんは、「ボケ防止のためにと詩吟

を始めたが、今は楽しくやっている。」とのこと

です。 

 40年程前に詩吟に出会ってから、ずっと詩吟

に興味があったという岩﨑さんは、「今は詩吟に

一生懸命取り組んでいる」と熱意をにじませてお

られました。 

 「詩吟は嫌いだった」という古

久保さんは、美しい詩吟に出会っ

たことをきっかけに今では、「こ

の詩吟サークルが待ち遠しい。

やっていたら好きになった。」という。「また、

講師である丸山先生の説明でもっと詩吟を好きに

なる。」とすごく楽しさが伝わってきました。 

 丸山先生に詩吟の魅力を伺うと、「作者を訪

ね、人柄を知ることができる。また、詩を理解し

想いを声に乗せて、仲間ともに声を耳で確かめ

合って、心と心を通わせることができる。」と

おっしゃいました。 

 今回取材させていただき、皆さん楽しくサーク

ル活動をされているのが良くわかり、嬉しく思い

ました！発足して16年、現在は６名と人数が

減っているようです。是非興味のある方はお気軽

にお声かけください！ 

 取材にご協力いただき、ありがとうございまし

た！ 

 寿 会 の 活 動 を 取 材 し ま し た ！ 

第28回卒業式 

 ３月12日（土）、会津小学校

グラウンドにて、万呂公民館グ

ラウンドゴルフ大会を実施しま

した。当日は、快晴で暖かく、

天候に恵まれた大会となりまし

た。 

 ご参加いただきました皆様に

は開始前のコース設営等、様々な場面でご協力

いただき本当にありがとうございました！ 

 今までは町内会との共催での開催でしたが、

本年度より公民館主催の体育行事となりまし

た。今年度は最初で最後の体育行事でしたが、

来年度からは、様々な行事

を行っていきたいと思いま

す。 

是非ご参加ください！ 

  

 グラウンドゴルフ大会を開催しました！ 

結果（16ホール） 

１位 大峰 勝さん  28打 

２位 井出 守さん  39打 

３位 玉置 寛さん  41打 

 教員の授業レベルの向上をねらって、研修を行いま

した。模擬授業というのですが、教員が生徒役とな

り、教師目線ではなく生徒目線で授業を評価するとい

うものです。 

 社会の教師が授業者です。内容は「第一次世界大戦

と日本」です。右下の写真にあるように、課題に対し

てグループで話し合う場面もありました。課題は、

「日本が出兵した場所や戦争中の行動から、日本が参

戦した理由を考えよう」です。実は、現在の世界情勢

と似ている点が多く、みなさん様々な意見を出し合っ

ていました。 

 教育界では現在、考える力（思考力）の育成がすご

く重要視されています。そのためには、考えるくせを

つけなければなりません。一昔前は、教師がぺらぺら

しゃべり、黒板にまとめ、生徒はノートに写すという

授業がほとんどでした。現在、そのような授業を行

なっていては、教師失格です。生徒がしっかり考える

場を設定して、考えがいのある課題を提示しなければ

なりません。 

 今回の研修に限らず、今後とも教員全員の力を持ち

寄り、衣笠中学校の授業改革を進めていきたいと考え

ています。 

授業づくりについて研修しました  

 ４月から月一回の

ペースで学校便りを発行してきました。コロナ禍の

中、保護者や地域の方々に学校に来て頂く機会が減

り、できる限り生徒の頑張りをお伝えできればという

思いでした。 

 卒業生徒代表の答辞の「僕たちにとって中学校生活

初めての卒業式は、僕たち自身の卒業式となりまし

た。」という言葉を聞いたときは、なんともいえない

気持ちになりました。最後になりましたが、卒業生の

皆さん、全員合格おめでとう！ 

最終号に当たって 



 

 

 

令和４年４月号                                                令和４年４月号 

明るい笑顔 街いっぱい運動 

【実施日時】４月11日（月）7:30～8:00 

        ５月２日（月） 7:30～8:00   

【実施場所】学校、自宅前、交差点など 

移動図書館「べんけい号」 

【日 時】４月１日（金）15：05～ 

        ５月６日（金）15：05～ 

【場 所】万呂コミュニティセンター 

 ※ 貸出カードをご持参ください。 

「万呂緑の会」会員募集 

  各種生ごみ処理機器の購入費を一部補助します 

 さて、このたびの人事異動にともない、３月31日

をもって万呂公民館主事を退くことになりました。 

 １年前、万呂公民館主事として着任するにあた

り、「明るく綺麗な公民館」という目標を立て、

ハード面はもちろんソフト面でも、明るくしていき

たいと邁進してきました。 

 様々な行事や公民館を利用される方と関わること

で、私自身、明るく楽しくお仕事をさせていただき

ました。これも公私にわたり向井館長をはじめ、地

域の皆さまからのひとかたならぬ御厚情を賜ったお

かげであり、心より御礼を申し上げます。 

 私の後に着任する主事は若くて真面目な青年であ

り、必ずや地域のみなさまに受け入れられると確信

していますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 ４月からは、生涯学習課公民館係、中央公民館を

担当させていただきます。今後も今までと違う形で

お世話になることと思います。新任地におきまして

も少しでも地域の皆さまのお役に立てますように努

力してまいる所存ですので、変わらぬご指導ご鞭撻

を賜わりますようお願い申し上げます。 

 末筆ではございますが、皆さまのご健勝とご多幸

をお祈り申し上げ、離任のご挨拶とさせていただき

ます。本当にありがとうございました。 
 

公民館主事 小林 大斗 

 離 任 の ご 挨 拶 

が 
田辺市公民館 

利用しやすくなりました！ 

田辺市ホームページの公民館係の

ページが少し利用しやすくなりまし

た！公民館の利用方法や地区 

公民館について掲載しています。  

是非ご利用ください！ 

右のＱＲコードをスマホなどで読み取るか、下記のＵＲＬを入力してアクセスしてください。 

https://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/kouminkan/ 

 

■問合せ：生涯学習課 公民館係 ＴＥＬ：２６－４９２５ 

田辺市 公民館 検索 

公民館の利用方法 が 

分かりやすくなりました！ 

利用に関する 

よくある質問を 

まとめました！ 

02 03 01 
公民館 

ＰＲキャラクターを 

紹介します！ 

処理機を使用することで、各家庭でごみ減量が図ら

れ、生ごみを堆肥として再利用することができます。 

■交付要件■市に住民票のある世帯の世帯主が、市内

の販売店で処理機器を購入し（通信販売やネット販売

は対象外、購入後5年を経過しての買換えは可能）、市

内に設置すること。 

■補助対象機器■密閉式バケツ容器、コンポスト容

器、電気式生ごみ処理機  

■補助金額■本体価格（購入価格から消費税及び配達

料等を除く額）の２分の１以内で上限は２万円（100円

未満は切捨て） 

■補助対象個数■１世帯につき電気式生ごみ処理機１

基又は生ごみ堆肥化容器にあっては2基（ただし、予算

の範囲内で先着順） 

■申請■処理機器を購入する前に指定の申請書に必要

事項をご記入の上、令和５年３月中頃までに、郵送又

は直接提出してください。申請書は、玄関案内係（本

庁舎２階）、健康増進課（市民総合センター２階）、

各行政局、各連絡所、各コミュニティセンター、廃棄

物処理課（市ごみ処理場）、水道事業所で配布してい

るほか、ホームページからも取得できます。 

■問合せ■廃棄物処理課廃棄物対策係 

〒646-0053 元町2291-6 ☎0739-24-6218 

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ http://www.city.tanabe.lg.jp/seisou/

recycle/namagomi.html) 

例年実施している「えびね・山野草展示会」ですが、今年度もコロナウイ

ルス感染症対策を実施した上で、左記の日程にて開催いたします！ 

 是非、「万呂緑の会」会員の皆様が手塩にかけて育てた色鮮やかな草

花をお楽しみください。 

※ 来館の際には、マスクの着用を必ずしていただき、受付にて、手の

消毒、検温、来館名簿への記入をよろしくお願いします。 

4/23㈯ 
  9：00～17：00 

4/24㈰ 
  9：00～16：00 

えびね・山野草展示会を開催します！ 

 万呂緑の会は、草花を趣味とする方々の集まり

で、草花を通じて会員同士はもちろん、町内外の

方々とも交流を深めています。 

 えびねや山野草の栽培、盆栽等のご趣味をお持

ちの方は、気軽に緑の会へご参加ください。 

 また、ご興味をお持ちになられた方は、是非、

上記展示会へお越しいただき、その様子をご覧く

ださい。お問合せは、万呂公民館まで。 

 万呂緑の会のご協力で、毎年、８月初旬に万呂公

民館１階研修室にて展示しております、おばけカボ

チャですが、一般の方でも育てることはできるそう

です。もし興味のある方がいましたら、令和４年４

月15日までに、万呂公民館へご連絡ください。 

 会員の方が育てられたおばけカボチャの苗を、先

着で何名かの方に、4月末頃にお渡しすることがで

きるとのことです。 

おばけカボチャ育ててみませんんか？ 

http://www.city.tanabe.lg.jp/seisou/recycle/namagomi.html
http://www.city.tanabe.lg.jp/seisou/recycle/namagomi.html

