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津波避難ビルをご存じでしょうか？ 

 田辺市では、想定外の大津波に備え、街中など土地の低い地域において、高台まで避難することが困難な場

合を想定し、一定の高さを確保した強固な施設を「津波避難ビル」として指定しています。津波避難ビルは、

そこが避難所ということではなく、あくまでも一時避難場所です。万一、逃げ遅れたとき、また、周りに高台

などがないときに、最後の手段として活用するものであり、時間があれば、できるだけ高いところへ避難して

ください。 

  

令和４年度がスタートしました。本年度も本校の教育方針を

ご理解の上、ご支援ご協力をどうかよろしくお願いいたしま

す。 

さて、一昨年、中国武漢から始まった、新型コロナ感染症は

瞬く間に全世界に広がり、私たちの生活を一新しました。コロ

ナ禍の時代になって普通の大切さ、普通に物事を行う難しさを

痛感しました。今まで何の心配もなく『例年通り』この一言で

済ませていたことが、何をするにも「これでいいのか。これを

今することができるのか。」自問自答を繰り返す２年間になり

ました。これからもこの状態が続くと思われます。しかし、例

年通りで済ますことのできない、この現状をチャンスと捉え、

今までの取り組みをもう一度見つめなおす良い機会としたい。

今までの東陽中のよさを残しつつも、新しい時代にあった新し

い東陽を築く一年にしたいと考えます。生徒279名と教職員31

名、そして、保護者の皆様、地域の皆様方と共に“新しい東

陽”を創造できるよう頑張っていきます。                               

                    校長 林 義久 

◆ 令 和 ４ 年 度  職 員 一 覧 ◆   

    どうぞよろしくお願い致します 

 

東陽中学校体育館横から正門までは、平日午前７時～８時半まで通行規制が行われています。 

迂回路はありますが、大変狭い道となっています。小中学生の登校の安全のためにもご注意下さい。 

 

          スマホ講座を開催します！ 

 

田辺市立東陽中学校・学校だより 

５月号 令和４年５月１日 

 

バラの彩りと若葉のメロディー 
 

～バラと音楽の鑑賞会～ 

◆令和４年５月８日（日） 

◆10時開会 ９時30分開場 

（演奏は30分間の予定） 

◆東陽中学校 体育館にて 

＜出演＞ 

①合唱部 ②ピアノ独奏（本校職員） 

③吹奏楽部 

＊入場は最大300席といたします。 

＊感染防止の為、検温やマスク着用、消毒、参加者

の名簿の記入もお願いさせていただきます。 

★バラ園開放 ９時～１２時 

バラの生徒作品の展示もあります。 

保護者の皆様、地域の皆様のお越しをお待ちしてい

ます。 

氏名 担当 教科 部活動 

林  義久 校長 理科 － 

佐武利嘉子 教頭 美術 社会活動 

尾田 佳風 教務 数学 サッカー 

生田  剛 １年１組 理科 女子バスケ 

前山 理穂 １年２組 国語 陸上・剣道 

棒引 大輔 １年３組 保体 野球 

坂本 彩奈 １年副担 数学 吹奏楽・テニス 

中前 星香 １年副担 英語 コンピュータ・卓球 

杉原 洋里 ２年１組 社会 女子テニス 

福田 竜介 ２年２組 英語 男子テニス 

土橋 哲明 ２年３組 理科 陸上 

武田 肇子  ２年副担 英語 文芸・バレー 

深瀬 莉玖 ２年副担 国語 コンピュータ・野球 

  

木村 正德  スクールカウンセラー  

稲田 正樹 スクールソーシャルワーカー  

氏名 担当 教科 部活動 

宮野 好史 ３年１組 保体 男女バスケ 

深田めぐみ ３年２組 社会 吹奏楽 

中村 宗稔 ３年３組 数学 男女バスケ 

濵 小也伽 ３年副担 音楽 合唱 

矢野 孝信 ３年副担 国語 バレー 

森本  亮 ３年副担 理科 剣道 

下山  眞 育成１組 保体 卓球 

井谷 有美 育成２組 美術 文芸 

向井 雅美 育成３組 家庭 合唱・サッカー 

小芝 沙弥 非常勤 社会 － 

愛須 貴子 養護教諭 － 男女バスケ 

音無 長裕 初任研拠点校指導教員  

末本 富子 児童生徒支援員  

打越 文紀 事務  

松島 好明 校務  

福島さゆり 教員業務支援員  

 名称 所在地 建物構造等 建物の高さ 収容人数 

1 NTT西日本田辺別館ビル 田辺市上屋敷１丁目6-1 鉄筋コンクリート造 ４階建て 20.6ｍ 360人 

2 紀陽銀行田辺支店 田辺市高雄1丁目16-20 鉄筋コンクリート造 ３階建て 17.2ｍ 330人 

3 アルティエホテル紀伊田辺 田辺市下屋敷町1-77 鉄骨造 ８階建て 25.0ｍ 100人 

4 TKCビル 田辺市下屋敷町30-1 鉄骨造 ７階建て 18.5ｍ 180人 

5 田辺第一小学校 田辺市上屋敷１丁目2-1 鉄筋コンクリート造 ３階建て 13ｍ 730人 

6 高雄中学校 田辺市高雄3丁目20-1 鉄筋コンクリート造 ３階建て 13.1ｍ 1900人 

7 
会津川左岸地区       

津波避難タワー 
田辺市紺屋町144 鉄骨造 ２階建て 9.8ｍ 280人 

●津波避難ビル一覧（中部公民館区内） 

 今回は「スマホ基本編」と「スマホ基本編＋」の２講座を

行います。「スマホ基本編」は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。「スマホ基本

編＋」はスマートフォンを買い、使ってはいるけれども、難

しいことはできない。使いこなしたいけれど、今さら聞けな

い聞きにくい。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！ 

申込期間：５月９日（月） 

       ～５月17日（火） 

※お申込みは、上記期間中に公民館へお電話

いただくか、直接窓口へお越しください 
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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。 

５/２（月）、６/１（水）   

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運動  あいさつ・声かけ運動定期運動日程 
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 近頃、会話が少なくなりお口が運動不足ではありませんか？ 

 お口が大切なのはわかっていても、お口の健康への意識は低いことが、県の調査(R2

和歌山県高齢者等生活意識調査)でわかってきました。 

 そこでやすらぎ対策課では、毎日の食事を通してお口の健康を救っていただきたい

と考え、【口救レシピ】を令和4年5月から発行します。 

 お家でできる簡単なお口体操や、お口の運動不足解消料理など、色々な方向からお

口の救済方法を紹介していきます。 

2か月に1回奇数月に発行します。どうぞご活用ください！ 

【お問合せ先】田辺市やすらぎ対策課 TEL：26-4910 

地域の身近な相談相手 民生委員・児童委員とは？ 

〇民生委員・児童委員とは、民生委員法により厚生労働大臣から委託された無報酬のボラン

ティアで、全国共通の制度として、どこのまちでも活動しています。 

〇住民からの生活上の悩みごとや心配ごと、医療や介護、子育ての不安などの相談に応じ、そ

の課題が解決できるよう、関係機関への『つなぎ役』を担います。 

〇法に基づいた守秘義務を有しており、相談内容の秘密は守られます。 

〇定期的な訪問を通じて、高齢者や障がい者世帯の見守り役を行っています。また、登下校中

の子どもたちを見守ったり、遊び場の危険箇所の点検など、子どもたちの安全を守るための活

動も行っています。 

〇地域での孤立をなくすために、子育て中の親が育児の相談をしたり、リフレッシュできる

「子育てサロン」や、地域の高齢者の集いの場としての「いきいきサロン」等の運営もしてい

ます。 

〇ほかにも、災害に備えた活動や行政への協力など、様々な活動を行っています。 

 

 どうぞお気軽にご相談ください。 

               【お問合せ先】 田辺市福祉課庶務係 TEL：26-4900 

 

まめひこカフェのご案内 

～毎日の食事がお口を救う～ 

       【口救
こうきゅう

レシピ】の発行が始まります！ 

悩みごと、心配ごと ひとりで抱えていませんか？ 

中部公民館 

ＬＩＮＥ公式アカウント 

中部公民館では、公民館のイベント情報やお知ら

せを発信しております。 

是非友だち登録をお願いします！！ 

     登録方法 

①ＩＤ検索で「＠560vbeoa」を検索する。 

②右のQRコードを読み取る。 

登録方法が分からない場合は公民館へお問合せください。 

 まめひこカフェは、認知症の方やその家族、介護職の方、地域の方、どなたでも参加できる居場所です。 

プチ演奏会 

レクリエーション  

健康体操 などなど 

月替わりで実施中！ 

カフェタイムで相談 

雑談・友達づくり 

コーヒー・紅茶・ジュース 

（クッキー付き）150円 

物忘れ・認知症相談 

「あのねルーム」 

同日開催！ 

（10：00～12：00） 

令和４年度スケジュール 

日 時：毎月第１水曜日（１月・５月のみ第２水曜日） 

     13：30～15：00頃（認知症相談「あのねルーム」は10：00～12：00） 

場 所：よりみちサロンいおり（田辺市稲成町3165） 

申 込：前月20日以降（※土日祝除く） 

     電話・FAXにて受付中※定員制の為、先着順（現在定員10名） 

     田辺市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL:24-8329 FAX：26-2928 

5/11 ミニコンサート 6/1 健康教室 7/6 絵本の読み聞かせ 

8/3 
みんなでよさこいを   

楽しもう 
9/7 レクリエーション 10/5 健康教室 

11/2 朗読 12/7 ミニコンサート 1/11 DVD視聴会 

2/1 ミニコンサート 3/1 絵本の読み聞かせ   


