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７月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 
７月７日（火）、２１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 

平成２７年度 芳養公民館事業計画 
 

 ６月１６日（火）に芳養公民館協力委員総会を開催しました。町内会長をはじめとする委員のみなさんにご

審議いただきました結果、次のとおり本年度の事業計画が決定しました。 

 各事業開催の折には、地域の大勢のみなさまのご参加をお願いします。 
 

【活動方針】 
 芳養公民館では、｢芳養地域生涯学習計画｣に基づき、地域における生涯学習活動の拠点として、館区住民の

ニーズや課題に即した学習の場の提供、人権学習会の開催、文化・体育事業など多種多様な事業を展開し、地

域住民の教養の向上や健康の増進を図り、世代間・地域間交流を深め、地域の活性化及び地域づくりに努めま

す。 

 また、学社融合を積極的に推進し、保護者や地域の方々と子どもたちが気軽にふれあえる場を多く設定

し、人材の発掘及び育成に努め、地域の教育力の活用と向上を図っていきます。 
 

【重点プラン】 

 ◆芳養地域環境部会の設立、協議事項の実施 

  ・芳養地域の環境について話し合い、地域環境の知識向上に努め、自然との共存を目指す。 

 ◆農業、水産業体験学習の開催 
  ・地域の子ども達に、農業・水産業の大切さ、楽しさを知ってもらい、後継者を育てていく。 

 ◆单海トラフや津波についての学習会の実施 
   ・单海地震や津波についての学習会を開催し、地域住民の災害に備えた意識・知識の向上に努める。 
 

【主な年間行事予定】 
４月…芳養川グラウンドゴルフ大会  １０月…文化発表会    １月…成人式     

７月…よみきかせ教室            卓球大会        駅伝大会 

   ゆかた着つけ教室       １１月…秋の作品展    ２月…ファミリーバドミントン大会      

   ナイターソフトボール大会       キンボール大会     人権学習会 

   芳養地区史跡めぐり          教育講演会    ３月…ソフトバレーボール大会    

８月…盆踊り大会          １２月…読み聞かせ教室      読み聞かせ教室 

   グラウンドゴルフ大会                        防災学習会 

９月…人権学習会 

お祭りにむけて、浴衣の着付けを習いませんか？ 
  芳養公民館では、これからの夏まつりに向け、「ゆかた着つけ講座」を開催します。 

  小学生から参加できる講座ですので、どなたでもお気軽にご参加ください。 
 

◆日  時 ： 平成２７年７月１７日（金） 午後７時から 

◆会  場 ： 芳養公民館 ２階 和室 

◆講  師 ： 米澤 百子 先生 

◆参 加 費  ： 無料 

◆対  象 ： 小学生以上の女性の方 ※小学生は、保護者同伴でお願い致します。 

◆定  員 ： １５名(定員になり次第締め切ります。） 

◆申込締切 ： ７月１０日（金） 午後５時まで 

◆準 備 物  ： 以下の９点（髪の長い方は束ねておいてください。） 

①ゆかた ②帯(半幅帯） ③ゆかた用下着（タンクトップでも可） 

④裾よけ（短パンでも可） ⑤伊達締め ⑥腰ひも（３本） ⑦きものベルト 

⑧タオル(1枚) ⑨小さいおしぼり（タオルハンカチ） 

第４０回 ナイターソフトボール大会を開催します 
 

 芳養公民館では、恒例のナイターソフトボール大会を下記のとおり

開催します。 

 日程は7月27日（月）～７月３０日（木）を予定しています。詳細、

申込みについては７月１５日（水）までに芳養公民館（℡22－1429）

までお問い合わせください。 

 大勢の皆様のご参加と、温かいご声援をよろしくお願いいたします。 

田辺市女性会へのお誘い 
活動内容 
  各地域の女性会（ブロック）の主体性を尊重しつつ、互いに敬愛し協力して、女性の地位の向
上、並びに社会福祉の増進等、住みよいまちづくりに貢献することを目的として活動しています。
２７年度から婦人会がなくても、入会できるようになりました。 
    主な活動は、押し花やペーパークラフトの講座を開いたり、県外研修やスポーツ行事など女性
がやりたいことが出来るようにと計画しています。またボランティアなど他団体の協力事業なども
行っています。 
       
  対  象    旧市内在住の女性 
                  ※文里、三栖、新屋敷、中屋敷の方は、婦人会を通じてお申込み下さい。 
      会  費  年間２００円 
      締め切り  特にありません。   
                                              田辺市女性会連絡協議会田辺支部 
 

 

 

申込方法：申込書は、市民総合センターに用意しています。 

     また、とりあえずお電話でのお申込でもかまいません。 

会  費：一年間で２００円です。申込の際や、お電話で申込まれた方は後日、市民総合セ         

           ンターや行事に参加の時にお願いします。 

 問 合 せ：℡ ２６－４９２５ 田辺市教育委員会生涯学習課（担当：濵中・廣畑） 

市立図書館より、公民館の玄関に配本しています。どうぞご利用下さい。 



 全校集会の講話より 

       「人の心は見えないが、心遣いは見える。 
         人の思いは見えないが、思いやりは見えるのだ。」 

 
 皆様、この詩をご存じでしょうか。 
 左の詩は、東日本大震災の直後、ス 
ポンサーが自粛したので広告機構がテ   
レビで流したものです。その後、本が   
飛ぶように売れ、なかなか手に入らな   
いと聞いています。この詩人は、ジング
ルベルの作詞をした人で、校歌を300  
曲ぐらい手がけた人でもあります。 
 この本の『行為の意味』というタイ   
トルの横には『思春期前期の君たちに』 
というサブタイトルがありました。 
 この詩は、誰も思いやりの気持ちを   
持ってはいるが、なかなか行動や形に   
表すのは難しい、しかし、その美しい 
気持ちは行為になってこそ、初めて生  
きてくるということに気づかせてくれ   
ます。 
 芳養の子どもたちも優しさや思いや
りを積極的に表せる人間に育てたいも
のです。     

 
    
 
 ６月１８日（木）午後７時３０分より、芳養小学校におきまして、本年度第１回
「芳養共育コミュニティ本部」会議を開催致しました。 
 会議におきましては、学校の教育方針や今年度の育友会の活動内容・学社融合活
動の報告、不審者への対応や田辺西バイパスが開通してからの児童の安全確保等
についてみんなで話し合いました。 
 ７月１日（水）に行われる「芳養っ子を育てる会」（地区懇談会）で、保護者や
地域の皆様のご意見を伺いながら子どもたちの更なる安全確保に当たりたいと思
います。色々なご意見を頂きありがとうございました。 
  
 
   
 
 各学年の行事では、多くの保護者や地域の方のご協力を得て、安全に、また、実
りの多い体験学習を実施することができ有り難く感謝しています。おかげさまで
本校の教育活動が今まで以上に充実してきています。心からお礼申し上げます。５
月から６月にかけての一例ですがご紹介させていただきます。 
  １年生の「よもぎ団子作り」 
  今年度も６月８日(月)に、芳養婦人会のご協力を得て、講師先生として学校に来
て頂き、１年生がよもぎ団子作りに挑戦しました。子どもたちは大いに喜び、充実
した学習になりました。ありがとうございました。 
  ２年生の「校区内たんけん」 
  ６月１１日(木)に、２年生が生活科の学習で、芳養公民館や明洋交番、JA芳養さ
ん、郵便局芳養支所さん等々周辺施設７ヶ所に、子どもたちが班に分かれ地域の調
べ学習に出かけました。訪問させて頂いた所々で大変親切にして頂き、みんな大喜
びで帰ってきました。関係の皆さま、本当にありがとうございました。 
  ３年生の「まちたんけん」 
  ５月８日(金)、１５日（金）、２２日（金）の３日間、３年生が社会科と総合的
な学習の時間の授業を兼ねて、芳養児童センターや境方面、大神社から公民館、芳
養駅周辺など、松原商店街付近の周辺施設を班に分かれて地域を調べに行きまし
た。保護者の方や地域の方の温かいご支援で実り多い学習をすることができ、本当
にありがとうございました。 

芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 

修学旅行を終えて 
大坊小学校 

 複式で授業を行っている本校では、修学旅行を隔年実施とし、５．６年生

が参加しています。本年度は、前回に引き続き秋津川小学校と一緒に５月２

１・２２日に実施しました。秋津川小の児童のみなさんとは、出発前にスカ

イプを使ったテレビ会議で自己紹介程度はしていましたが、大坊小児童が、

バスに乗り込んで初めての顔合わせとなりました。しかし、共に旅行をする

中で、お互いに親しくなり、最後には、別れを惜しむように手を振り合う姿

が見られました。「見聞を広める」だけでなく、「仲間を広げ、楽しむ」こ

ともできた、意義ある修学旅行になりました。 

  

   楽しかった修学旅行   

６年  坂本 晴香  

 稲成支所の所に集合し、バスで修学旅行に行きました。 

 奈良公園には、鹿がたくさんいました。東大寺では、大仏を見ました。こ

れを作った人達は、とても苦労しただろうなと思いました。また、大仏の鼻

の穴と同じ大きさと言われている穴をくぐりました。予想以上の大きさでし

た。すっと通れてほっとしました。 

 次に京都に行き、金閣寺と清水寺に行きました。清水寺には、弁慶がはい

たと言われているげたと錫杖が置かれていました。げた一つ七キログラムだ

と聞き驚きました。こんな重いげたを毎日はくなんてすごいなと思いまし

た。でも、弁慶の身長が百八十センチだと聞き、思っていたより低かったの

で、「昔の人ってみんな小さかったのだな。」と思いました。 

 次の日は、造幣局を見学してから、待ちに待ったＵＳＪでした。「やった

あ。ＵＳＪや。」と、とても喜んでしまいました。 

 まず、ハリーポッターの整理券を取りに行きました。予想では時間がかか

ると思っていましたが、先生に、「はよ、行くよ。」と言われ、あわてて行

きました。結構早くとれたので驚きました。あわてて、ご飯を食べ、それか

ら、ハリーポッターエリアに行きました。「ここからが、魔法界やなあ。」

とさわぎながら入りました。アトラクションは、かなり時間がかかるのであ

きらめました。トイレにはいると茶髪でおさげのまるいめがねをかけた女の

子の声が聞こえてきました。先生がたくさん写真をとっていました。トイレ

の壁が欠けていました。「細かいところまで映画と同じ。すごいな。」と感

心しました。     （中略） 

 秋津川小学校の友達とも仲良くなれたし、歴史的建造物にふれ見聞を広め

ることもできました。心に残る修学旅行となりました。 

             

（紙面の都合で会話文の改行はしていません。） 

プール開き 
 梅雨の晴れ間をみて、プール開きを行 

いました。「校内水泳大会」や「郡の水 

泳大会」に向け、頑張って練習していき 

たいです。 

 初めて学校のプールに入った一年生

は、「今日はちょっと寒かったけど、

いっぱい泳げるようになりたいな。」と

話してくれました。 

 

 
『行為の意味』  宮澤章二 

 
あなたの「こころ」はどんな形ですか 

と ひとに聞かれても答えようがない 

自分にも他人にも「こころ」は見えない 

けれどほんとに見えないのだろうか 

 

確かに「こころ」はだれのも見えない 

けれど「こころづかい」は見えるのだ 

それは人に対する積極的な行為だから 

 

同じように胸の中の「思い」は見えない 

けれど「思いやり」はだれにでも見える 

それも人に対する積極的な行為なのだから 

 

あたたかい心が あたたかい行為になり 

やさしい思いが やさしい行為になるとき 

「こころ」も「思い」も初めて美しく生きる 

それは 人が人として生きることだ 

明洋中学校から 
  
 長雨の中、紫陽花の花も鮮やかに彩る季節となりました。４月に新年度がス

タートし、早くも１学期の折り返し地点が過ぎました。現在、本校生徒たち 

は様々な活動に取り組んでいますが、その一部を紹介します。 

 

◇花植えボランティアに参加しました 

  去る５月３０日、ソフトテニス部男子・

女子、ブラスバンド部の皆さんが、目良の

国道沿いと本校前交差点の花壇にＮＰＯ花

つぼみ会の皆さんと花植えをしました。 

 今年は本県で９月に国民体育大会、１０

月に全国障害者スポーツ大会が開催され、

田辺市も会場地となります。全国から多く

の方々が田辺市を訪れますが、本校校区は

田辺市の西の玄関口になり、生徒たちは道

沿いをきれいに花で飾り、多くの方々をお

招きしたいという思いで作業をしました。 

     

◇修学旅行、遠足を実施しました 

 ３年生は６月１日から２泊３日の日程で中学校生活、最大の楽しみである修学

旅行に静岡・東京方面へ行ってきました。 

 初日は富士川でラフティング（ゴムボートで川下り）、２日目は世界一高い自

立式電波塔のスカイツリー、下町情緒のある浅草、夢の国ディズニーラン 

ド、３日目は日本の政治の中心である国会議事堂、そして若者の街・原宿と、

また、途中の移動では超満員電車に乗車と、初めてだらけのことばかりで仲 

間と助け合い交流を深め、お土産とともにたくさんの思い出を持ち帰ってきま

した。 

 ６月２日、１・２年生はウォークラリー形式の遠足を実施しました。１年生は

学校を起点に天神崎まで、２年生は市民総合センター近くの河川敷を起点にラ

イオンズの森まで、班の仲間と知力・体力・団結力を駆使しながら数々の

チェックポイントをクリアーしゴールまでたどり着きました。 

 

◇ネパール地震募金活動に参加しました 

 去る６月１２日、新庄中学校生徒会の呼

びかけで、本校生徒会役員はネパール地

震募金活動に参加しました。市内４校

（東陽中、明洋中、高雄中、新庄中） 

の参加のもと、オーシティー前にて募金

活動をしました。多くの方から善意の募

金が寄せられました。この紙面をお借り

してお礼を申しあげたいと思います。 

 本県では近い将来、大地震・大津波の

来襲が予想され、他人ごとではありませ

ん。本校も避難訓練や防災学習を実施

し、日ごろより防災意識を高める取組を

実施しています。 

 

◇７月の主な行事予定です 

  ６月３０日（火）～７月２日（木）期末テスト 

  ７月  １日（水）明るい笑顔街いっぱい運動 

 ７月１０日（金）郡総体 壮行会 

 ７月１７日（金）一学期終業式 

 ７月１１日（土）～２０（月）郡総合体育大会 

 ７月２５日（土）～２９日（水）県総合体育大会 

芳養共育コミュニティ本部会議 

保護者や地域の方にお礼申し上げます 


