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８月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 

  

８月４日（火）、１８日（火） 
◎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。  

◎午前中に、芳養公民館前に出して下さい。   

※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２３回 グラウンドゴルフ大会 参加者募集！ 

 芳養公民館では、第２３回グラウンドゴルフ大会を開催します。 

 日程・内容は下記のとおりとなっておりますので、ご参加等につきましては芳養公民館までお問

い合わせください。 

 ルールも簡単で、初めての方でも楽しめますので、大勢の皆様のご参加をお待ちしております。 

【部  門】女性の部、男性の部（男女混合は男性の部に含む） 

【日  程】女性の部 ８月２５日（火） 男性の部 ８月２６日（水） 

      ※雨天等の場合は翌日に順延します 

【時  刻】午後７時３０分 開始 

【場  所】芳養小学校グラウンド 

【参加資格】芳養公民館区在住者で、１チーム４人で申し込んでください。 

【参加申込】８月１９日（水）までに芳養公民館までお申込みください。 

       ※参加申込書は芳養公民館にあります。 

【表  彰】団体表彰及び個人表彰（ホールインワン賞・男性優勝・女性優勝） 

【そ の  他】①申込締切は厳守すること。 

      ②メンバーの変更は当日でもかまいませんが、 

       必ず申込みを済ませておいてください。 

      ③雨天中止・延期等は代表者に連絡しますので、 

       代表者はメンバーへの連絡をお願いします。（午後６時に決定） 

【問合せ先】芳養公民館〔担当：野口〕 TEL：22-1429  FAX：23-1909 

芳養地区盆踊り大会 
 恒例の盆踊り大会を下記のとおり開催致します。ご家族やお友だちと一緒にご参加ください。 
 楽しく踊って暑さを吹き飛ばしましょう。多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

体育委員会で救命講習を行いました 
 

 これから多くの事業を実施していくに当たり、スポーツ推進委員の竹中さん
に救命講習を実施していただきました。また、芳養公民館にも設置されている、
「ＡＥＤ」の使用方法も教えて頂きました。 
 暑い日が続きます。室内でも熱中症になりやすいため、こまめな水分補給等、
体調管理には十分ご注意ください。 

◇日  時：平成２７年８月１６日（日）  
      午後６時３０分～９時 
      ※雨天の場合は８月２３日（日）に延期 
 
◇場  所：芳養公民館 駐車場（芳養公民館前） 
      ※当日は駐車場として使用できませんのでご               
     注意ください。 
 
◇内  容：夜店の出店（午後６時３０分～８時） 
       ※当たりくじ、かき氷などの夜店を出店します。 
            盆踊り（午後７時～９時） 
      ※最後に抽選会もあります。 

盆踊り練習日 

 日程：８月３日（月）・４日（火） 

 時間：午後７時３０分～９時 

 場所：芳養公民館 1階 大集会室 

小学生以下の子どもたちには、 

当日、夜店の無料券も配布します♪ 

【１人１回】  

仮装コンクールを行います！ 

コンクール入賞者には豪華商品があります!！ 

（個人賞、家族賞などを予定しています） 

当日は、みなさんの仮装してのご参加をお待

ちしております。 

平成２７年度 芳養公民館教室・サークル受講生募集！ 

  芳養公民館では、平成２７年度に開講している教室・サークルの受講生を募集しています。 
  受講を希望される方は、芳養公民館（℡２２－１４２９）までお問合せください。 

◎生け花サークル 

 【日 時】 毎月 第１金曜日 午後７時～９時                 【材料費】 年間１１，０００円 
 【会 費】 年間７，０００円（会費は中学生以下無料）   【準備物】 鋏・剣山 

◎水彩画教室 
 【日 時】 毎月 第１・４水曜日 午後７時～９時     【会 費】 年間１２，０００円 
 【準備物】 絵の具・筆・水入れ・Ｆ６スケッチブック 

◎料理サークル 
【日 時】 毎月 第３火曜日 午後７時～９時                 【会 費】 年間６，０００円 
【準備物】 エプロン・三角巾・タッパー（料理は各自持ち帰る）【材料費】 年間６，０００円 

◎書道サークル 

【日 時】 毎月 第１・３木曜日 午後７時３０分～９時３０分【会 費】 年間１２，０００円 
     ※冬場（10月～３月）は午後７時～９時 
【準備物】 書道道具一式【ペン習字道具一式】 

◎茶道サークル（表千家）※体験したい方は公民館に申し込んでください。１回３００円 

【日 時】 毎月 第２・４金曜日 午後７時～９時          【材料費】 年間６，０００円 
【会 費】 年間８，０００円（会費は中学生以下無料）  【準備物】 扇子・懐紙・楊枝 

ラジオ体操をして元気に１日を過ごしましょう 
 

 芳養子ども会では、下記期間、ラジオ体操を行います。是非、地域の皆様もご自由に参加して、元
気な１日を過ごしましょう。 
 
【日程】８月２４日（月）～８月２８日（金） 【時間】午前６時３０分から 
【場所】中央公園、南松原小公園（水なし公園）、芳養団地内公園、芳養駐車場、井原会館前等 

人権学習会のお知らせ 
 今回の人権学習会は、芳養公民館にて、認知症についてのお話を伺います。認知症のことを詳しく

知る良い機会ですので、皆様是非ご参加ください。 
  ○日程  平成２7年９月５日（土）  ○場所 芳養公民館 
    午後１時３０分～ 
  ○参加費  無料ですので、ご気軽にお越しください。 
  ○定員  ４０名 ※定員になり次第受付終了させていただきます。 

   ※お問合せ、お申込は芳養公民館まで TEL０７３９－２２－１４２９ 
            ※台風等により警報が発令されている場合中止になる場合がございます。 
                              恐れ入りますが芳養公民館までお問合わせください。 



  

 

 ７月１７日に終業式を行い、一学期が終了いたしました。児童たちに
は、１学期を振り返りみんなの成長を確認し、夏休みを有意義に過ごすよ
うに話しました。特に「命を守ることと、普段出来ないことを目標にして
ほしい」という話をしました。  
 本校の校訓である「健・考・和」を考えるとき、例えば、「健」は走る
ことと泳ぐこと、「考」はとりわけ本を読むこと、「和」はお手伝い等、
人のために働くことと思い、わかりやすい目標をもって頑張ってほしい、
特に普段出来ていないことを見つけて、目標とし、それを続けることで、
充実した夏休みであってほしいと話しました。ローマは一日にしてなら
ず、こつこつと努力することの大切さを感じながら、一人ひとりが有意義
な夏休みを過ごし、一人ひとりの成長を楽しみにしたいものです。 
 この１学期を振り返るにあたり、大過なく無事過ごすことができまし
たのも、保護者の皆様や地域の皆様方の日頃のご支援やご尽力による所
が大きいと思っています。登下校時の見守り活動をはじめ、児童の安全や
学習等のためにいつも気を配って頂いたお陰であります。心より御礼申
し上げます。 
 いよいよ７月１８日より８月３１日までの４５日間は「夏休み」とな
り、児童たちが家庭に戻り、地域での活動が増えることになります。また、
何かとお気付きの事や情報がございましたら、芳養小学校までお願い致
します。 

学校施設の一部改修工事について（お知らせとお願い） 
 

毎年、教育委員会が計画的に学校施設の改修をしてくれています。 
 今年も夏季休業期間（夏休み）には、一部教室の床材の張り替え工事と
新しい机といすの配置、理科室の部分改修などを計画しています。 
 また、将来起こるであろうと危惧されている大災害に備えて、ソーラー
パネルを校舎屋上に設置し、発電システムを整備してくれることになっ
ています。 
 工事中には、保護者の皆様や地域の方々には、何かとご不自由をおかけ
することもあろうかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。   

   

 

７月１日（水）、芳養っ子を育てる会（地区懇談会）を開催しましたとこ
ろ、各町内会長様、民生児童委員様、保護者の皆様にご参加いただきまし
た。 
  今年も、６会場に分かれて行いました。各会場では芳養っ子を育てる会
の趣旨説明や学校からの説明、懇談のテーマ「地域で育てる子どもの安
全・安心」について、不審者対策、交通事故対策など、熱心に協議してい
ただきました。特に、交通量の増加に伴う安全について多くの話が出され
ました。頂きましたご意見等について十分に検討し、よりよい方向に取り
組んで参りたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願い致しま
す。 

芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 
１学期を振り返って    （終業式での話から抜粋） 

 １学期終業式という時になって、台風で通常通りの授業ができませんでし

た。合格目指して頑張ってきた漢字の博士試験が一日延びてしまいました

が、これまで勉強してきた成果を発揮することができましたか。 

 １学期は６８日、学校で勉強をしました。１年生は学校にも慣れ、高学年

の人に教えてもらって掃除も上手になりました。６年生は、色別班のリー

ダーとして自信をもって指示を出せるようになりました。また、２年生から

上の人達は、宿題以外に自分で考えて家庭学習に取り組むことにも積極的に

取り組みましたね。上手な勉強をしている人のノートを見せてもらって、良

いところがみんなに広まっていることは、嬉しいなと思っています。様々な

活動を通して全員心も体も成長しています。 

そこで、１学期の始業式にお話ししたことで振り返ってほしいことがあり

ます。「面倒だと感じること、それがあなたにとって大事なことだ」という

お話をしましたね。１学期の間、学校生活の中で「ああ、めんどくさ。」と

思ったことはありませんでしたか。それは、何でしたか。例えば、「正しい

筆順で書くこと」とか「計算は書き残すこと」とか「靴をそろえて靴箱に入

れること」とか、「予定帳を見て、次の日の用意をすること」とか、いろい

ろありますよね。そのめんどくさいことに対して、あなたはどうしてきまし

たか。我慢して、めんどうだけれど頑張った人もいるでしょう。しかし、

「だって・・、だって・・、で何もしなかった」という人もいるのではない

でしょうか。 

明日から、楽しみにしている夏休みです。また、新たな「めんどくさいこ

と」が待ち受けているかも知れませんが、一つでも「めんどくささ」に打ち

勝って、新学期を迎えるようにしましょう。「力をつける夏休み」になるよ

う期待しています。 
 

 祇園神社でふるさと学習 

 大坊小学校１学期のふるさと学習は、

祇園神社に関する取り組みです。 

大坊の祇園さんは、その昔この地域に

流行病が広がった時、スサノオノミコト

をお祭りすることで、その病を鎮めよう

と、京都の八坂神社から分祀してもらっ

たのが始まりといわれています。 

 毎年、大坊・団栗地区の皆さんは、７

月１日に「道開き」として、神社に続く

道路脇の草を刈り、神社を清掃します。

そして、地域の皆さんが４種の踊りを７

日には頭屋（当屋）で、１４日には祇園

神社で踊ります。踊りでスサノオノミコ

トを慰め和ませようという意味があるの

だと聞いています。 

 大坊小学校では、祇園神社に込めた地

域の人々の願いについて学習し、神社の

清掃活動と踊りの練習をしています。毎

年７月１日をふるさと学習の日と決め実施しています。今年は雨天のため清

掃は８日になりましたが、踊りは地域の人達から教えてもらうことができま

した。なかなか難しい踊りですが、毎年繰り返し練習する間に習い覚え、大

人になった時には、地域の文化を引き継ぐ人に育ってくれることを願って取

り組んでいます。 

明洋中学校から 
  

いつの間にか蝉の声が聞こえる季節になり、一学期が終了しました。生徒た

ちは学習や部活動、様々な行事に一生懸命取り組み頑張りました。 

一学期後半の生徒たちの取組を紹介します。 
 

◇アジの三枚おろしに挑戦しました 
二年生は芳養婦人会の皆さんのご協力をいただ

き家庭科の授業において、アジの三枚おろしに挑戦

しました。 

ほとんどの生徒は包丁を使い、魚を三枚におろ

す経験は初めてのことで、悪戦苦闘しながら調理を

しました。側で見る者にとっては生徒たちの包丁さ

ばきに、ハラハラ、ドキドキの連続でした。 

おろしたアジはムニエルにして、特製タルタル

ソースをかけ、美味しくいただきました。 
 

 

◇「社会を明るくする運動」に参加しました 
 

本校は田辺保護司会より、「社会を明るくする運動」協         

力校として指定を受けています。 

本運動の強調月間にあたる７月３日早朝、本校正門にて

保護司会の皆さま方の協力のもと、本校生徒会本部役員が

登校する生徒の皆さんに啓発活動を実施しました。 
 

 

◇総合体育大会が開催！壮行会を開催しました 
 

７月１０日、夏の総合体育大会に向け、生徒会主催の壮行会が開催されまし 

た。各クラブのキャプテンから大会向けて力強い決意を聞かせていただきまし

た。 

チームの仲間と心をひとつにして、上位進出をめざし頑張って欲しいと思い

ます。  
 

７月１１日から中学校体育連盟主催の中学校総合体育大会が開催されます。

本大会は郡予選で上位進出すると、県大会、近畿大会、全国大会へとつながりま

す。 

三年生にとって、中学校最後の公式戦となり、三年間練習してきた運動部活

動の集大成の大会となります。 

地域の皆さま方におかれましては、生徒たちに温かいご声援をよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇８月の主な行事予定です 
  ８月 ５日（水）～１３日（木）近畿中学校総体 

  ８月１７日（月）～２４日（月）全国中学校総体 

 ８月２０日（木）登校日 

 ８月２１日（金）登校日 
 

長期の休みとなり生徒たちが地域、家庭で過ごす機会が多くなりますが、地

域の皆さま方におかれましては生徒の様子を温かく見守っていただきたいと思い

ます。 

目標をもって実のある夏休み

整備作業のお知らせ 

 平成２７年８月２３日（日）午前６時３０分より８時３０分まで、「Ｂ

道通学路の木の伐採、校内樹木の剪定、除草、プールの片付け、清掃等」

の作業を行います。地域の皆様のご協力よろしくお願いします。 

 集合場所は学校玄関前です。尚、通学路の木の伐採等のため、草刈り機、

チェーンソー、軽トラック等出していただけるとありがたいです。よろし

くお願いします。 

     ＊雨天実施  荒天中止    

御礼申し上げます 

７月８日 清掃活動 

７月１４日 神社での踊り 


