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１０月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 
１０月６日（火）、２０日（火） 

 
◎午前中に、芳養公民館前に出して下さい。 
◎雑誌、新聞、ダンボールの３種類に分け、   

必ず紙ヒモでくくって出して下さい。    

※回収日以外は、回収できませんので出さないで下さい。 

ＴＥＬ：２２－１４２９  ＦＡＸ：２３－１９０９ 

住所：田辺市芳養松原一丁目１５－８ 

第３０回 卓球大会参加者募集！ 
 芳養公民館では、下記内容のとおり『第３０回卓球大会』（記念大会）を開催しますので、大勢の皆様のご

参加をお待ちしております。 

 【日   時】 平成２７年１０月１４日（水） 
         午後７時１５分から 
       ※練習日：１０月８日（木） 午後７時３０分から 
 【場   所】 田辺市体育センター（大屋体育館） 

 【参加資格】芳養公民館区在住であること。 
 【参加部門】男性の部 
       女性の部 
 【ﾁｰﾑ編成】 ①チーム編成は１チーム３名とする。(１名補欠登録可) 
        ※中、高、大学生丌可。ただし、小学生は１チーム１名まで出場可 
       ②原則として地区単位で編成すること。 
        ※できない場合は、２地区以内で編成すること。 
 【競技方法】各チームとも３名がそれぞれシングル戦を行い、どちらかのチームが先に２勝すれば 
         勝ちとする。ただし、どちらかのチームが初戦の場合は３試合行う。 
 【参加申込】申込用紙に必要事頄を記入の上、芳養公民館までお申し込み下さい。 
                 ※申込締切日：１０月８日（木） 
                         申込用紙は公民館にあります 
 【そ の 他】 参加者は競技にふさわしい服装・体育館シューズで参加すること。 

       平成２７年１０月からマイナンバー制度が始まります 

１０月から、各世帯に簡易書留郵便で、ご家族一人ひとりの12桁の個人番号が記載された「通
知カード」 が送られてきます。 

平成２８年１月から、様々な手続で必要になりますので、捨てたり、失くしたりしないようご注
意ください。 

【お問合せ先】 
  マイナンバーコールセンター  
  0570（20）0178（全国共通ナビダイヤル） 

【市担当課】 
  田辺市役所情報政策課 (22)  9917（直通） 

                 人権学習会を行いました！ 

 芳養公民館人権学習として、９月５日（土）、午後１時３０分か

ら、白浜はまゆう病院の中﨑繁明先生をお招きし、「『認知症』は

どんな病気？－正しい知識と理解で心が通うケアをー」というテー

マでご講演頂きました。 

 当日は、７０名近くの方が参加、認知症の原因・症状や、予防法・

治療法について、また認知症になった方に対する接し方や介護方法

など、大変為になるお話を聴かせていただきました。 

 参加していただいた皆様、また貴重なご講演をして下さった中﨑

先生ありがとうございました。 

芳養公民館「秋の作品展」のお知らせ!  
   あなたも芳養公民館の作品展に出品してみませんか？ 

   書・絵画・写真・生花・編み物・手工芸品等の作品を募集しております。 

   出品をしていただける方は、出品申込カードに記入の上、１１月９日（月） までに芳養公民館までお申し込
みください。  

 【日  時】 平成２７年１１月１４日（土） ９：００～１８：００ 

                １５日（日） ９：００～１６：００ 

 【場  所】 芳養公民館 

 【作品搬入】 １１月１１日（水）・１２日（木） 

          午前９時から午後４時の間に公民館まで作品を搬入してください。 

 【作品搬出】 １１月１５日（日） 
          午後４時から午後６時の間に作品を搬出してください。 

氏名 住所 作品名 電話番号 

    

    

    

秋の作品展出品申込カード 【申込締切：１１月９日（月）午後５時】 

 

文化発表会の中止ついて 

  芳養公民館では、毎年１０月の第二土曜日に文化発表会を開催しておりましたが、先日、協議を

行った結果、今年度は芳養公民館を利用している各種教室・サークル、地区代表によるカラオケの

発表会などへの参加者が減少したことにより、開催する事が困難であると判断し、今年度は中止と

させて頂くことになりましたのでご了承ください。 

    明洋中学校三館合同講演会『生きている喜び』 
日時：平成２７年11月１日（日）午後2時１０分～午後3時１０分 
場所：明洋中学校体育館 
講師：柳岡 克子（やなおか よしこ） 
内容：仮死状態で生まれ、両手足に重度の障害を持ちながら過ごしてきた様々なご自身の人生経   
    験をもとに、病気をして命の尊さ、家族や友人の大切さを感じたことなど『生きている喜   
    び』をテーマにご講演いただきます。３０年の学習塾経営の経験から子育てに役立つノウハ
    ウも満載。子どもの叱り方、ほめ方、天の銀行への貯金、命の大切さについて、熱く語る感
    動の６０分。 

対象：小、中学生、保護者、地域の方 
主催：明洋中学校、明洋中学校育友会、中部公民館、西部公民館、芳養公民館 
問合せ：明洋中学校（℡.２２－５４１０）  中部公民館（℡..22ー０００９） 
    西部公民館（℡.２６－４９２５）  芳養公民館（℡.２２－１４２９） 



充実の秋を迎えて！ 
  

 『秋きぬと 目にはさやかに みえねども 
      風の音にぞ おどろかれぬる』 藤原 敏行 古今集 
 

 朝夕めっきり涼しくなり、いよいよ秋本番を迎えました。地域の皆様方、い
かがお過ごしでしょうか。 
 皆様には、日頃より本校の教育充実のために、環境美化、教育活動への協力
をはじめ、児童の安全確保など多種多様な面でご支援頂いていますことに、心
よりお礼申し上げます。 
 過日の運動会では、多くの方々の参加を得て、大盛会をもって終了すること
が出来ました。本年度の児童会のテーマは「友を思い 一致団結 笑顔とどけ
る運動会」で、そこに迫ることができたと嬉しく思っています。 
  運動会を実施するにあたり、早朝より地域の皆様、育友会役員、委員、保護
者の皆様方には、環境整備・準備・運営等でご尽力いただきまして、重ねて感
謝申し上げます。 
  また、運動会に際しまして、多くの皆様からご芳志を賜りありがとうござい
ました。 
 今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

あたりまえのことをあたりまえにできる子に 
 昨今、世の中のグローバル化、少子高齢化、高度情報化が叫ばれるようにな
りました。 
 いつの時代でも、目の前の子どもたちが強くたくましく生きて、幸せな生活
を送ってくれることは、みんなの願いであります。そのためには、小学校時代
に、「がまんする力」、「乗り越える力」「続ける力」を養っておかなければ
ならないと考えます。 
 小さなことでも、こつこつと継続すれば大きな力になりますし、あたりまえ
のことをあたりまえに出来る人に育てることが大切だと思います。 
 ですから、私は、二学期の始業式に、落とせば拾う、開ければ閉める、借り
たら返す、など、あたりまえのことを意識的にあたりまえにできるように努力
しようと話しました。 
 そして、掃除の時間には、おしゃべりを慎み、だまって掃除をしようと呼び
かけました。合い言葉は、「だまってそうじ！」です。人が見ていようが、見
ていまいが、今できることにこつこつと努める、そのような細かなことの蓄積
が、その人の将来的な生活を大きく支えるのだと信じています。 
 二学期には、運動会をはじめ、陸上競技大会、持久走大会等の体育的行事、
或いは、郡市音楽会や絵画展等の文化的行事等様々な行事があります。そんな
多忙な時こそ、今一度、自分の足元を見つめ直すことが重要であります。児童・
職員が一致団結して、根の張った強い人になれるよう努めてまいりたいと
思っています。 

芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 

  

 

 9月19日(土)、大坊小学校区秋季大運動会が開催されました。9月に入って

から雨が多く、なかなか思うように練習ができなかったのですが、当日はさ

わやかな秋晴れで校区の皆さんが大勢集まってくれました。 

開会式では、児童を囲むように、地域の人々、保護者の皆さん、青年団、

中学生と運動場に集まり、準備体操をしました。多くの人々に支えられてい

ることをありがたく思いました。色別班対抗種目「かりびと競争」という、

会場の皆さんに協力していただく競技では、みなさんが積極的に参加してく

ださり、大変盛り上がりました。本校児童にとっては、「一人ひとりがヒー

ローになる。」という目標を達成できた意義ある運動会となりました。芳養

婦人会の方々に教えていただいた「芳養浦音頭」も、練習の成果があって、

みんなで楽しく踊れたのではないかと思っています。 

前日の会場設営、当日の競技の準備等を頑張ってくれた青年団、自転車で

坂道を登って来てくれた中芳養中学校生、保護者・地域の皆さんと本当に多

くの人々と共に運動会ができましたことに感謝しています。 

 

 

 さる９月２１日（月）は「敬老の日」でした。芳養小学校を代表して、児

童会長がお慶びを申し上げます。 
 

        「敬老の日」おめでとうございます 
 

 おじいさん、おばあさん、こんにちは。 

 私は、芳養小学校児童会長の鈴木葵依（すずき あおい）です。 

 今年の敬老の日は９月２１日でした。皆様は、色々な方々からお祝   

いされたことと思いますが、私は、芳養小学校の児童代表として心を込      

めて、お祝いを申し上げたいと思います。本当におめでとうございます。 

 日頃から私たちに様々なことを教えて頂き、ありがとうございます。                

 私たち児童は、おじいさんやおばあさんに見守られ、毎日楽しく過ご           

しています。これからもお体を大切にし、いついつまでも元気でいて下

さい。 
 

                                芳養小学校 児童会長 鈴木葵依 

明洋中学校から 
◇各種大会の結果 
  前回、郡総合体育大会の結果について紹介しましたが、今回、
県・近畿・全国総合体育大会及び文化部の大会結果について紹介
します。 
 

＊県中学校総合体育大会 
  ・体操部   
    男子団体総合   １位  （近畿大会出場） 
       女子団体総合    ２位  （近畿大会出場） 
 

      男子個人総合   １位  ２年  中  開紀 
             〃         ４位  ３年  上村昌臣 
             〃         ５位  ３年  高岡佑槙 
             〃         ６位  ２年  松田治樹 
 

        男子種目別  ゆか  １位  ３年  今岡一斗 
                        ２位  ２年  中 開紀 
                        ３位  ２年  松田治樹 
                  跳馬  １位  ２年  中  開紀 
                    鉄棒  １位  ２年  松田治樹 
                          ２位  ２年  中  開紀 
                          ３位  ３年  今岡一斗 
                    あん馬３位  ２年  中  開紀 
 

      女子個人総合    ６位  ３年  芝峰菜樹彩 
 

 ・陸上部 共通男子１５００Ｍ  ２位  ２年 井澗翔太 
                         （近畿大会出場） 
 

  ・柔道部     ５０㎏級  ３位  ３年 山本雄大 
               ９０㎏級  ３位  ３年 亀井克明 
 

  ・相撲部 団体総合３人制３位 
                  ５人制３位  （近畿大会出場）                
       個人    ベスト８  １年  串上 昇 
                                  （近畿大会出場） 
              〃     ベスト８  ３年  橋本 悟 
                                  （近畿大会出場） 
 

＊近畿中学校総合体育大会 
  ・体操部 男子団体総合 ４位 
            女子団体総合 ８位 
            男子個人総合  ７位  ２年 松田治樹 
                 （全国大会出場） 
 

＊和歌山県吹奏楽コンクール 「小編成の部」 
  ・ブラスバンド部    金賞、県知事賞 
           （関西吹奏楽コンクール出場） 
 

＊関西吹奏楽コンクール 「小編成の部」 
 ・ブラスバンド部  銀賞                   
 

  現在、各クラブとも３年生が引退したあと、１、２年生は新キャ
プテンのもと、新しいチームで１０月１７日（土）から始まる新
人大会に向け練習に励んでいます。夏の大会をもとにさらに健闘
してくれるものと期待しています。 
 

◇体育大会を開催しました 
  去る９月１３日、「Ｌｉｎｋ Ｌｉｎｋ ～仲間とつなぐ 笑顔
の輪～」をテーマに第６７回体育大会を開催しました。 
 たくさんの保護者、地域の皆さま方にご参加いただき、生徒た
ちに温かいご声援をいただきましたことお礼を申しあげます。生
徒たちもたいへん励みになりました。 
 
   

小学生と地域のお年寄りによる玉入れ 

進学先は異なりましたが、同じ学級

で学んだ卒業生。いつ相談したの

か、中学生種目では、手をつなぎ一

輪車でゴール！ 

微笑ましい場面で会場からは拍手

が。 

芳養婦人会のご協力で 

芳養浦音頭の練習 

「語ろう 私たちの大坊・団栗」 （大坊小 総合的な学習の時間） 

 「自分たちの地域を紹介するとき、何を語るのがよいのだろう。」そ

れが、この学習の出発点でした。いろんな意見が出された中で、「みか

んはやっぱり自慢できるよね。」ということになり、大坊・団栗のみか

んについて、他の地域の人々に語れるようになろうと学習を進めてい

ます。これまでも高学年の総合的な学習の中で学習していたのですが、

今回はさらに、大坊・団栗のみかんの特徴に目を向けていきたいと学習

を進めています。地域の皆さんにもアンケート調査や聞きとり学習で

ご協力いただいています。 


