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        ５月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 

  
   ５月１９日（火）（5月５日火曜日の回収はありません。） 

 
◎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９回 芳養川グラウンドルフ大会が開催されました！ 
 

 ４月１９日（日）芳養谷（芳養・中芳養・上芳養）の交流大会として、芳養小学校のグラウン

ドで「グラウンドゴルフ大会」が開催されました。参加チーム数は１４チームで、当日心配され

ていた天候にも恵まれ、新緑の息吹の中で大活躍されました。 

 

 団体優勝   芳養球遊会    飛び賞5位  古屋谷チーム 

  準優勝   八幡神社                7位  芳寿会A     

  3位       芳明会                 10位  芳寿会D                               

                                            13位  松原シニア 

 

   個人優勝  堀本紀子（芳養球遊会） 

      準優勝  芝峰利明（八幡神社） 

       3位     藤本富美子（さくら） 

防災学習会を開催しました 
 

 芳養公民館では、３月１５日（日）、

「地震直後、その時あなたは・・・」を演

題に、防災学習会を開催しました。 

 当日は、約５０名の皆様にお越しいただき

ありがとうございました。今後も、防災につ

いての学習会を開催していく予定です。ご近

所お誘い合わせの上、多くの方々のご参加を

お待ち致しております。 

 ◎こんにちは！ 
  民生委員・児童委員です。 
 

   ５月５日～１１日は「児童福祉週間」です 
 
子ども達が健やかに育つこと。これは、社会の宝である子ども達に対する国民全体の願いであり、

すべての子どもが家庭や地域において、豊かな愛情に包まれながら、夢と希望をもって、未来の担

い手として、個性豊かに、たくましく育っていけるような環境・社会を作っていくことが重要で

す。 
 

 【民生委員・児童委員とは？】 

○地域住民の立場に立って、地域の福祉を担うボランティアです。 

○地域を見守り、地域住民の身近な相談相手であり、専門機関へのつなぎ役

です。 
 

 【主任児童委員とは？】 

○子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。 

 ◎主事着任のご挨拶 

 この度、芳養公民館主事として着任致しました野口直希です。芳養地域の

皆様方に馴染み、芳養を活気付け、ますます明るい町にしていけるよう努力

致したいと思っております。どうぞよろしくご指導ください。至らない所ば

かりで、ご迷惑をお掛けする事と思いますが、何卒よろしくお願い申し上げ

ますとともに着任のご挨拶とさせて頂きます。 

読み聞かせ教室を開催しました 

 3月３０日（月）、第6回読み聞かせ教室

「紀州の昔ばなし」を開催いたしました。 

 今回の教室には、２５名の方々が参加され

ました。芳養小学校の子供さんたちのアコー

ディオン演奏もあり、皆様で盛り上がり楽し

みました。 

切手 

 

１ｃｍ 

◎芳養公民館では使い古しの切手を回収しております。   

     福祉協議会を通してユニセフへ届けさせて頂きますので, 

      右の図のように使用済みの封筒などから切手の周り１セ 

  ンチを切り取りお持ちください。お預かり致します。  

１
ｃ
ｍ 



新年度がスタートしました！ 

 今春の人事異動（３月末）で、本校より、４人の先生方が退職、転任されました。 

 榊 洋治先生が退職、南 俊秀教頭先生と脇田晃司先生が田辺第二小学校、榎

本彩乃先生が有田川町の安諦（あで）小学校へと転任されました。 

  この４人の先生方は、芳養小学校の教育目標達成のため、朝早くから夜遅くまで

頑張られ、子ども達と共に汗を流し、深い知識と熱い愛情を持って接してくれまし

た。 

 ４名の先生方とは寂しい別れがありましたが、４月より新しい先生方との出会

いがありました。 

 東 章代先生（三川小学校より）、濵岸良和先生（上秋津小学校より）、瀬田明

佳先生（新規採用）の３人の先生方が本校に赴任して下さいました。 

 そして、去る４月８日、３０３名の子どもたちと２６名の教職員の計３２９名

で、元気いっぱいに芳養小学校の新年度がスタートしました。 

  本校は、今年で開校１４２年を迎え、田辺市で一番の長い歴史と伝統を継承し、

これまで総勢８，５７０名の卒業生を数えています。 

 本校の校訓である、＜健＞（たくましい子）＜考＞（かしこい子）＜和＞（やさ

しい子）は、知・徳・体のバランスのとれた、立派な小学生、立派な人物を育てる

ということです。 

  その為に、全教職員が「一致団結」「一致協力」して、地域に開かれた学校で、

保護者･地域の皆様方に信頼される学校を築いていきたいと決意しています。 

  また、一人でも多くの皆様に学校に足を運んで頂き、子ども達を見守って頂きた

いと思いますので、保護者の皆さま、地域の皆さま方には、この一年間どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

芳 養 小 学 校 の 教 育 方 針 

「自ら考え正しく判断できる、人間性豊かな子どもの育成を目指す」  

教 育 目 標 

    

         

 

 

 

 

今年度特に求められている教育 

(1)体力・学力の向上 

(2)命の教育 

(3)防災・安全教育         

(4)ふるさと教育（市合併十周年、世界遺産、語り部活動） 

(5)わかやま国体への協力 

芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 
「いしがき」を合い言葉にして 

 ３月末の人事異動で、村上利博校長が退職、中井視代が昇任し校長を務めさせ

て頂くことになりました。教頭としては、中芳養中学校から、鈴木智が着任いた

しました。全職員７名、力を合わせ、信頼される学校づくりに努力していきま

す。どうぞ宜しくお願いします。 

 新体制ができ、４月８日には、２名の新入児童を迎えました。例年になく寒さ

を感じる入学式となりましたが、多くのご来賓の皆様に見守られ、入学式を執り

行うことができました。３名が卒業し、２名の入学でしたので、昨年より１名減

となりましたが、子どもたちは、これまで以上に元気な声を響かせています。 

 さて本校では、校区にある石垣にちなんで、目指す児童像として「いしがき」

を合い言葉にしています。 

 

校区にあるたくさんの石垣は、先人が畑を造っていく時、木を切り、土を耕

し、掘り出した石を手積みできっちりと積み上げていったものです。特別な職人

さんが積んだものでは無く、子どもたちの３世代・４世代前のおじいさんたち

が、額に汗して造り上げた石垣には、この地に命をかけてきた先人たちの思いが

こもっているのです。その石垣になぞらえて作られた合い言葉を大切にしていき

たいと考えています。 

 始業式には、進級し張り切っている子どもたちに、この合い言葉を想起させ、

自分が掲げた目標を途中でなし崩しにすることなく、強い意志をもって達成させ

てほしいという願いを伝えました。具体的なことの一つとしては、「返事」をす

ることです。低学年の子は、まず「はい。」という気持ちの良い返事ができるこ

と。高学年の子は、それに加え、適切なコミュニケーションとして「はい。」に

続く受け答えができることなどです。 

 また、大坊小学校の子は、合い言葉通り気の優しい子どもたちです。入学した

ばかりの１年生の下校指導で家の近くまで送っていった時のことです。送って

いった教師に、「先生、一人で帰れる？」また尐し行った所で、「ほんまに、一

人で帰れる？」と気遣ってくれました。「ありがとう。」と応えながら、坂道を

上がってきた疲れも吹き飛ぶほど温かい気持ちになりました。こんな、子どもた

ちの優しさを大切に育てていかなければと、改めて気を引き締めました。 

 大坊小学校は、地域の皆様に気軽に来て頂ける、開かれた明るい学校を目指し

ています。催し物などある時には、ご案内もさせて頂きますので、ぜひお越し下

さい。今年度も、保護者、地域の皆様のご支援、ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                           

             「１年生を迎える会」 

          みんなでゲームをして楽しみました。 

 平成２７年度がスタートしました 

                         田辺市立 明洋中学校  
 

 桜の開花とともに新入生１１１名を迎え、全校生徒３４２名で新年度がスター
トしました。 
  人間尊重の精神を基に、「自主・自律・連帯」を校訓として、確かな学力を持ち、
人間性豊かで、心身ともに健全な生徒を育成する教育活動を推進して参りたいと
考えております。 

 

 

◇今年度、新たに本校に転入した職員は次のとおりです 

  校長  髙垣 誠（衣笠中より)    教諭  山本愉佳子（東陽中より） 

    教諭  森めぐみ（中芳養中より） 教諭  酒井景子（育休より復帰） 

  教諭  寺地祐史（大塔中より）   教諭  七條拓磨（新規採用） 

  講師  辻 彩香（新規任用）    非常勤講師   蛯子 諒（上芳養中より) 

          非常勤講師        山﨑香奈（新規任用)      非常勤講師   森下由英（富田中より）  

    用務  広野良典（新規採用） 

  

 ◇本年度の学校体制は次の通りです 
    

  校長      髙垣 誠    教頭 林 義久 

  教務主任   楳澤満芳    事務 石井久子 

   養護      小畑章子    校務 広野良典 

 スクールカウンセラー   堀口久美 

基本学級担任 井谷有美  

       担当  蛯子 諒 

    担当 山﨑香奈  

              １年１組担任 工藤英樹   ２年１組担任 那須 明 

                 ２組担任 下村 宗      ２組担任  川合一毅 

                ３組担任 寺地祐史      ３組担任  妹脊信也 

                ４組担任  森めぐみ      ４組担任  松本 能 

                    副担任 辻 彩香         副担任  七條拓磨 

                   副担任 小川貴弘       副担任  酒井景子 

                                               

              ３年１組担任 寺本行雄    ◇生徒数 

                  ２組担任  北山 彩       １年１１１名 

                ３組担任  尾鼻章宏       ２年１１０名 

                  ４組担任  西原 崇        ３年１２１名 

                 副担任 山本愉佳子      計  ３４２名            

            副担任 中村宗稔 

          副担任 榎本亜紀子 

 

  

生徒や保護者、地域の皆さま方と共に、教職員一同、活力ある学校づくりをめざし

たいと考えています。本校の教育活動にご理解をいただき、ご支援ご協力を賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

目指す児童像 

 

 たくましい子 

 

 かしこい子 

 

 やさしい子 

校 訓 

 

 健（けん） 

 

 考（こう） 

 

 和（わ） 

学校が目指すもの 
 

 ・知・徳・体の育成 

   （学力と心と体力の育成） 

  ・安心と安全のある学校 

 ・基礎基本を重視する学校 

   （習得・活用・探究）  

  ・学社融合をめざす学校 

    (地域と共に） 

  ・小中連携をめざす学校 

   (義務教育９年間を見通 

   して） 

  ・文化の香りがする学校 

   （自然環境・学習環境） 

 「い 意志が強く  し しっかり学んで  が 頑丈な体  き 気は優しくてみんななかよし」 


