
 

令和４年５月号（２０２２年） 

 

ひがし公民館区 人口及び世帯数（３月末現在） 

人 口  ５，７６５人   ２，８８７世帯 

（男性） ２，７２２人 

（女性） ３，０４３人 

公民館だより 
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 田辺東部小学校 学校だより 

令和４年４月号 

・校 長   宇津 満  

・教 頭   佐々木 太   

・教 務   中根 真富   

・たんぽぽ１ 愛須 直美   

・たんぽぽ２ 森田 春樹   

・たんぽぽ３ 中井美重子   

・通級学級  野田 真貴    

・１－１   西村 洋子    

・２－１   山中佑希子   

・２－２   西  舞優   

・３－１   中西皓一郎    

・４－１   地案 明宏   

・４－２   田中 愛紗   

校庭に花が咲き誇る４月です。令和４年度、田辺東部小学校は292名の子どもたちと32名の教職員でス

タートしました。 

本年度も、「知･徳･体の調和がとれ、意欲的で心身ともにたくましい子どもの育成」を学校教育目標に掲

げ、全教職員が一丸となって子どもの成長のために取り組んでいきます。 

保護者の皆様や地域の方々には、本校教育活動に対してのご支援ご協力をお願いいたします。 

そんな方は是非ご参加ください！ 

※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。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合があります。ご了承ください。 

 
スマホやLINEは 

どうやって使うの！？ 

 スマホを購入すると、本体やＬＩＮＥの

使い方が難しくて分からないという悩みは

つきものです。しかし、使い方を聞くこと

ができる人が周りにおらず、お困りではあ

りませんか？ 

内容 

☞ スマホの動作がおかしいときに、ま

ずすること「電源オン・オフ」 

☞ 思い出を残したいときに♪ 

  「写真の撮り方」 

☞ 友達とＬＩＮＥでやり取りしたいと

き、最初にすること 

  「友だち登録」 

☞ 友達とＬＩＮＥでやり取りする方法 

  「メッセージ送信」 

  「ＬＩＮＥ通話」 

など 

を開催します！ の使い方講座 
４月８日、新しく着任した職員の紹介に引き続き、令和４年度始業式を行いました。新型コロナウィス

ル感染症への対応として、校内テレビ放送を使っての実施でした。新しい担任が発表され、それぞれの学

級で新年度の幕開けを迎えました。 

２～６年生が下校した後、入学式を行いました。担任に先導され、36名のかわいい１年生が入場。保護

者の皆様に見守られながら、一人一人名前を呼ばれて返事をしている姿には、「さあ、今日から１年生」

という張り切った気持ちが表れていました。 

式辞として、校長から「３つの約束」の話がありました。「しっかり勉強」「友達となかよく」「元気

にあいさつや返事」の３つです。どれも１年生だけでなく、上級生になっても（おそらく大人になって

も）、大切なことです。ぜひこの時期から身につけていけるように、保護者の皆様のお力添えをお願いい

たします。 

児童会役員の６年生２名からの挨拶と、事前に撮影した２年生

による歓迎のビデオ上映も行いました。ピカピカの１年生が入

学してきてくれて、上級生全員が喜んでいることを感じ取って

もらえたのではないでしょうか。 

新入児保護者の皆様には、新型コロナウィルス感染症防止ため

に行った来場者の制限などにご理解とご協力をいただき、あり

がとうございました。今後とも本校教育活動へのご支援をよろ

しくお願いいたします。 

令和４年度スタート 

入学・進級おめでとうございます。  

令和４年度職員紹介 

・５－１    堂元みのり                      

・５－２   倉尾 壮司        

・６－１    酒田 宣彦   

・６－２    福田 裕也 

・理科専科   谷前 彩絵 

・外国語専科    城戸 知樹 

・支援員      小原 節子 

・非常勤講師    森内 由紀 

・非常勤講師    石森 典子 

・保健室    谷 あゆみ 

・栄養士    鈴木 智菜  

・事 務     那須 照美  

・用 務     村上 明  

・ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ       夏見 欣子 

・教員業務支援員  安達 昌美  

・初任研後補充  熊本美智子 

・初任研後補充  佐竹 陽子 

・   東 章代                   

・   西川 朋美 



～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！ 

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！ 

各種生ごみ処理機の購入費を一部補助します 

処理機器を使用することにより、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 ☎24-6218 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.city.tanabe.lg.jp/seisou/recycle/namagomi.html) 

 ひがし公民館では、公民館だより（カラー版）や
イベント情報、LINEの使い方動画等を発信していま
す。是非友だち登録をお願いします！！ 

登録方法 

方法１：ＩＤ検索で 

「@340kcabe」を検索する。 

方法２：右のＱＲコードを読取る。 

※登録方法が分からない場合は、公民館へお問い合わせ
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  

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。 

 
◆ 令 和 ４ 年 度  職 員 一 覧 ◆  どうぞよろしくお願い致します。 

氏名 担当 教科 部活動 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

氏名 担当 教科 部活動 

林  義久 校 長 理科 ― 宮野 好史 ３年１組 保体 男女バスケ 

佐武利嘉子 教 頭 美術 社会活動 深田めぐみ ３年２組 社会 吹奏楽 

尾田 佳風 教 務 数学 サッカー 中村 宗稔 ３年３組 数学 男子バスケ 

生田  剛 １年１組 理科 女子バスケ 濵  小也伽 ３年副担 音楽 合 唱 

前山 理穂 １年２組 国語 陸上・剣道 矢野  孝信 ３年副担 国語 バレー 

棒引 大輔 １年３組 保体 野 球 森本  亮 ３年副担 理科 剣 道 

坂本 彩奈 １年副担 数学 吹奏楽・テニス 下山  眞 育成１組 保体 卓 球 

中前 星香 １年副担 英語 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・卓球 井谷 有美 育成２組 美術 文 芸 

杉原 洋里 ２年１組 社会 女子テニス 向井 雅美 育成３組 家庭 合唱・サッカー 

福田 竜介 ２年２組 英語 男子テニス 小芝 沙弥 非常勤 社会 ― 

土橋 哲明 ２年３組 理科 陸 上 

  

  

  

  

  

  

愛須 貴子 養護教諭 ― 男女バスケ 

武田 肇子 ２年副担 英語 文芸・バレー 音無 長裕 初任研拠点校指導教員 

深瀬 莉玖 ２年副担 国語 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・野球 末本 富子 児童生徒支援員 

    打越 文紀 事 務 

木村 正德 スクールカウンセラー 松島 好明 校 務 

稲田 正樹 スクールソーシャルワーカー 福島さゆり 教員業務支援員 

※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。 

 
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 

【お問合せ】保健福祉部やすらぎ対策課 ☎26-4910 

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

