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      １１月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 

  １１月１７日（火）   
（１１月３日は、祝日のため回収致しませんので出さないで下さい） 

 

◎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 

 

「防災学習」～公民館周辺を歩いてみよう！ 

「松原地区の津波の体験談を聴こう」 
 １１月２１日（土）、午後１時から芳養公民館にて昭和南海地震について松原地区で体験された方からお

話を聴かせて頂きます。その後、公民館から実際に災害があった芳養川河口付近に出向き、河口の水、風や

潮の流れ等を体験し、「防災力」を高めましょう。 
 

◆次回の予告 

「津波に備えての対応」 

 １２月５日（土）、午後１時から田辺市福祉協議会の鹿毛氏を迎えてご講話いただきます。 

「広域に学ぶ」 

 １月２３日（土）に田辺市福祉バスを使って１日研修に出かけます。 

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・木工藝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） までに芳養公民館にお申し込み
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。 

  ※１５日（日）には、お茶席もご用意しています（１席１００円頂きます） 

   皆様のご来場をお待ちしております。 

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】 

氏名 住所 作品名 電話番号 

    

    

    

第７回 キンボール大会参加者募集！ 
 

 キンボールは子どもからお年寄りまで、初心者でも気軽に楽しめるスポーツです。 
 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１１月２５日（水） 
        午後７時から 
【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】参加部門は以下の２部門とする。 
        ◆ジュニアの部〔小学生〕 
        ◆一般の部〔中学生以上の一般〕 
【ﾁｰﾑ編成】 ①チーム編成は１チーム４名とする。(２名補欠登録可) 
      ②地区単位でなくてもよい。 
【参加申込】申込用紙に必要事項を記入の上、芳養公民館までお申し込み下さい。 

                ※申込締切日：１１月１８日（水） 
【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。 田辺市役所やすらぎ荘より『きらきらサロン』参加者募集！ 

 きらきらサロンでからだを動かして、脳を鍛えませんか？申込み丌要ですので、どなたでも気軽に参加で
きます。どうぞ皆様、ご近所お誘い合わせのうえご参加下さい。 
 

【場 所】芳養公民館 
【日 時】毎月第１木曜日（３月のみ第１金曜日）  午後１時３０分～午後３時００分 
      

     １１月５日（木） 作って楽しんで脳活性 ～棒を使ったリクリエーション～ 
     １２月３日（木） カルタで脳トレ① 
      １月７日（木） カルタで脳トレ② 
      ２月４日（木） 楽しくお口をきたえよう 
      ３月４日（金） パーティーをしよう① 
      ４月７日（木） パーティーをしよう② 
【持ち物】タオル、水分補給のお茶（毎回簡単な体操をします）、 
     新聞紙１日分（１回目のみ）、その他 
【対 象】おおむね６５歳以上 
【問合せ】やすらぎ荘  ℡.２６-８５７５ 

申込み丌要！ 

第８回 読み聞かせ教室  
～紀州の昔ばなし～ 『大神社～中浜へ』                 

 下記内容のとおり、読み聞かせ教室を行います。 

 子どもから大人の方まで楽しめる内容ですので、皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加くださ
い。 
  【日 程】 平成２７年１２月１２日（土） 
        １３時３０分から 
  【内 容】 方言を使った昔ばなし 
        児玉 晴代さん 
                     アコーディオン演奏 
        坂本 義次さん 



 
学校開放週間 １１月９日(月）～１１月１３日(金） 
 

 田辺・西牟婁郡音楽会 １１月１９日(木）紀南文化会館大ホール      
                      ４年生が参加 
 

 校内絵画展   １１月９日(月）～１１月１３日(金）  本校体育館 
               月曜日～木曜日   ９：００～１９：００ 
               金曜日           ９：００～１５：００   
 

 参 観 日   １１月１０日(火）  
       １３：５０～１４：３５  授業参観 各教室 

              １４：４５～       懇談会    
 

 育友会主催のウォークラリー  １１月１５日（日） 

         受付  ８：４５～ ９：００ 

        ９：００～１２：００ 学校周辺 

       多くの方のご参加をお願い致します。 

 

「秋季大運動会」 大盛会 

   去る９月２０日（日）に本校運動場で開催いたしました「秋季大運動会」
は、天候にも恵まれ、多くのご来賓・地域・保護者の皆様にご臨席・ご参
加賜りまして、無事、盛大にまた、華やかに終えることができました。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、
まさに言葉通りの有意義な体育行事であったと実感しています。 
  特に、今年度は紀の国わかやま国体・わかやま大会ということで、運動
会のフィナーレを飾る組体操では、和歌山県の自然や風景、名所や建造物
をテーマに「ようこそわかやまへ」を表現し、演技しました。皆様、いか
がだったでしょうか。 
 運動会を開催するにあたり、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、何かと環境整備・準備・運営・後片付け等でご尽力
いただきましたことに、ここに深くお礼申し上げます。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後期児童会がスタート 
 

   芳養小学校の後期児童会本部役員が決まりスタートしました。役員選
挙に立候補した会長２名、副会長４名、書記４名、合計１０名の児童たち
は、「今以上に芳養小学校を良くしたい」「みんな仲良く、笑顔あふれる
楽しい学校にしたい」とそれぞれの公約を述べ選挙を行いました。６年生
のあとを引き継ぐため、５年生も４名立候補してくれ、嬉しく思っていま
す。川や海の自浄作用のように、自らの力で、更に澄んだ清い水になるよ
う、教職員と全児童の総力で、芳養小学校の校訓「健」たくましい子・「考」
かしこい子・「和」やさしい子の実現をめざし、更なる前進に努めて参り
たいと考えています。 

芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 
開校記念行事 

大坊小学校 学習発表会   10月6日 

 開校を記念し、１０月１日の開校記念日前後に毎年学習発表会を行って

います。大坊小学校は、分校から独立して４５年、芳養小学校田川分教場

から数えると、１１４年になります。この発表会は、校区協議会のご支援

もいただき、児童の発表と特別ゲストの出演で構成しています。今年は、

ベル演奏の谷本智子さんに来て頂き、きれいな音色を聞かせて頂きまし

た。 

 保護者の皆さんだけでなく、地域の皆さんや中芳養中学校の先生、公民

館長さん、主事さんにもお越し頂き、多くの皆さんの励ましを頂きました

ことは、子どもたちの意欲となり、張り切って発表ができました。皆様、

ありがとうございました。 

 今年の児童発表は、学級ごとの発表ではなく、「語ろう、大坊・団栗」

と題して、「自分たちの地域のことを紹介するとしたら何について話す

か」を考え、テーマを決め発表しました。「私たちの、大坊・団栗は、す

ばらしい景色とか、色々と自慢したいことはあるけれど、やっぱりみかん

のおいしさははずせないよね。」ということになり、みかん産地としての

大坊・団栗を紹介することにし、以下の５点について発表しました。                 

 

 

 

 

 

学習発表会をして        ４年 坂下勇斗 

 ぼくたち３，４年生は、知っているみかんや作られているみかんの種類

などについて発表しました。アンケートに答えてもらったすべての家で、

温州みかんが作られている事が分かりました。初めは、温州みかんは、病

気や害虫に強く作りやすいのだろうと思いましたが、それは全くちがって

いました。それで、５．６年生発表を聞いて考えてみました。 

 大坊・団栗の温州みかんは、糖度と酸味のバランスがよく、中の皮がう

すくて口どけがいいのでおいしいから人気があるということも理由の一つ

ですが、何と言っても、他の土地ではできない木成完じゅくができるとい

うのが、どの家でも作られている大きな理由でした。 

 ふつうの早生温州は、１０月ころから取り始め、１２月までだけど、木

成完じゅくは１月上旬まで木につけたままおいて、木でじゅくするみかん

のことです。ぼくは、これまで、こんなにおそくまで木になっているのが

当たり前だと思っていたけれど、他の所では見られない、大坊や団栗の特

ちょうだと聞いておどろきました。 

 家の人だけでなく、地域のおじさんたちも聞きに来てくれたので、きん

張したけれどうれしかったです。 

 御礼申し上げます 

ご 案 内 どうぞ学校にお越し下さい 

 

「明るく挨拶ができる学校」「ルールを守る学校」「いじめのない学校」
「楽しくけんかのない学校」「笑顔あふれる学校」にするために、活動と
して、「あいさつ運動・校内パトロール・クリーン作戦・相談ボックスの
設置」など、具体的活動の提案をしてくれました。児童会長を中心として、
みんなの心を一つにして、芳養小学校の前進のためにきっと頑張ってく
れると確信しています。 

立ち会い演説を抜粋して紹介します。 

明洋中学校から 

◇思い出になる国体になりました 
 昨年度、開催した国体プレ大会で千葉県代表として弓道競技に参加した大
川征人さんから、本校生徒たちに手紙をいただきました。 
 美術科の授業で取り組んだ各都道府県選手団への「応援のぼり」を見て感動
したことの手紙をいただき、このことがきっかけで、国体開期中に大川さんと
お会いし、交流を深めることができました。 
 ９月２７日、本校生徒たちは大川さんが出場する弓道競技を観戦、その後、
生徒代表の４人が大川さんと出会い、応援のメッセージを伝えるとともに美
術部の宮本真冬さんが描いた、夕日の天神崎を背景に弓を射る大川さんをイ
メージした絵などを記念に贈りました。 
 大川さんからは千葉県公認キャラクター「チーバくん」のぬいぐるみなどを
いただきました。 
  双方の思いを伝えることができ、心温まる交流ができました。生徒たちに
とって、一生心に残る国体となったのではないかと思います。 
 
◇紀州てまりを作りました 
  家庭科部の活動において、「紀州てまり趣味の会」の方々のご指導をいた
だき、「紀州てまり」づくりに取り組みました。 
  芯に糸を真円に巻くことから始まり、思い思いに色づかいやデザインを工
夫し、悪戦苦闘しながら完成することができました。初めての作品となりまし
たが、丁寧なご指導をいただき、各生徒たちが満足のいく作品にできあがりま
した。 
  完成した作品は、公民館作品展や文化発表会等でお披露目をする予定です。 
 
◇武道「合気道」の授業を実施しています 
  平成２４年度から保健体育の授業で武道が必修化され、本校では校区に合
気道開祖、植芝盛平翁の生家がある縁で合気道を実施しています。 
  今年も１０月から「公益財団法人 合気会」の皆さま方のご協力を得て合気
道の授業を実施しています。 
  １年生は初めての体験で、事前に合気道の歴史や理念「和合の心」を学んだ
後、「小手返し」「四方投げ」「入身投げ」の技を習いました。２、３年生は
前年度の学習したことを基に、さらに技の磨きをかけることになっています。 
 
◇もとまち保育園と合同避難訓練を実施しました 
  近い将来、必ず来るであろう、南海トラフを起因ととする大地震、大津波を
想定し、もとまち保育所の園児たちと合同避難訓練を実施しました。 
 本校２年生はもとまち保育所まで園児を迎え、一緒に避難場所である天神
グラウンドまで手をつなぎ避難する訓練を行いました。 
  防災・減災に向け、日ごろから意識を持つこと、訓練することを大切に防災
教育の取組を進めています。 

 

◇吹奏楽部プロムナードコンサートを開催します 
  本年度もたくさんの皆さま方のご協賛をいただき、明洋中学校吹奏楽部、第
１８回プロムナードコンサートを開催することになりました。 
  現在、吹奏楽部員一同コンサートに向け一生懸命練習をしています。 
  特別ゲストとして、田辺第一小学校合唱部の皆さんも参加し、コンサートを
盛り上げてくれることになっています。 
 地域の皆さま方におかれましては、多数お誘いの上ご来場いただけますよ
う、よろしくお願いいたします。 
  日 時 平成２７年１１月１４日（土） 午後２時 
  場 所 紀南文化会館 大ホール 
  入場料 無 料 

１． 私たちが知っているみかん 

２． みかんの種類とその特徴 

３． 温州みかんのおいしさ 

４． おいしさのひみつ 

５． 木成完熟について 


