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 謹んで新年のご祝詞を申し上げます。 

 旧年中は、芳養公民館活動に、ご尽力を賜りまして誠にありがとうございます。 

 本年も、町内会長様を初め、文化部、体育部、人権学習実行委員の方々を軸として、「住

んでよかった町」が実感できる活動計画を目指します。 

 率直なご意見、ご助言を下さい。みんなで心ひとつに取り組みましょう。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 芳養公民館長 泉 京子 
 

迎  春 

 旧年中は公民館体育・文化活動、人権学習に多大なご協力を賜り有り難うございまし

た。 

 本年もいろいろな行事を計画しております。皆様のご参加をお待ちいたしますととも

に、お気づきの点がございましたらお聞かせ下さい。 

 皆様方のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 

体育委員長 山 口 進   
文化委員長 西口 正也 

人権学習実行委員長 布袋 太三  

芳養公民館区『成人式』のお知らせ 
 

 本年度新成人になられる皆様に対し、下記のとおり芳養公民館区の成人式を行います。 
 新成人の皆様、是非ご出席下さい。町民の皆様方も「新成人」への応援におこし下さい。 

 【日 程】 平成２８年１月１０日（日） 

 【受 付】 午前８時３０分 

 【開 会】 午前９時 

 【閉 会】 午前９時３０分 

 【場 所】 芳養松原「大神社」 

 【対象者】 芳養公民館区の新成人 １月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 

  
１月５日（火）・１９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。 

第３９回 芳養公民館駅伝大会参加者募集！ 

 毎年恒例となっております芳養公民館駅伝大会を、下記のとおり開催します。多くのチームの参

加と、あたたかいご声援をよろしくお願いします。 
 

  【日  時】  平成２８年１月２４日（日） 

              午前９時受付  午前１０時スタート 

                   〔荒天中止〕 

  【場  所】  芳養児童センター周辺 

  【参加申込】  平成２７年１月１５日（金） 

          午後５時まで 
 

※大会要項等の詳細につきましては、芳養公民館までお問い合わせください。 

ＴＥＬ：２２－１４２９  ＦＡＸ：２３－１９０９ 

読み聞かせ教室を実施しました 
 

 １２月１２日（土）、「熊野の民話」と題しまして、児玉晴代さん

に、方言を使った昔ばなし（２回目）を聴かせていただきました。 

 その後、坂本義次さんの伴奏で童謡を参加者みんなで歌ったりと大

変楽しい教室でした。 

 また次回も予定していますので、お誘い合せてご参加ください。 

昨 年 度 の 様 子 

 

「防災学習」～広域に学ぶ～  

 １月２３日（土）、これまでの防災学習のまとめとして田辺市の福祉バスを利用して１日研修に

出かけます。 

 【日  時】   平成２８年１月２３日（土） 

        午前８時１５分 集合 

        午前８時３０分 出発 
    

 【参 加 費】  ４００円（稲むら火の館の入館料）、弁当は持参して下さい。 
    

 【参加資格】 芳養公民館区在住であること 

        小学生は保護者同伴であること 
  

 【行 き 先】    稲むらの火の館、広村堤防、広八幡神社 

 

 【定  員】 ２０名 ※定員になり次第受付終了させていただきます。 

  

 【参加申込】   平成２８年１月８日（金）までに芳養公民館へ申込んで下さい。 

認知症予防の研修会 

 １月２０日（水）、午後１時３０分から認知症の予防に関しての研修会をやすらぎ対策課の指
導で芳養公民館で行います。 

                        やすらぎ対策課より 



 

 
 芳養地域の皆様、新春あけましておめでとうございます。 
 2016年は、申（猿：さる）年であります。猿という動物は、人なつっこく、賢
い動物というイメージがあります。調べましても、磨けば磨くほど光輝くとか、
先見の眼や才能があり器用である、好奇心があり行動も敏速である等と言われて
いる、と記されています。また、申（さる）は、十二支では第９番目であり、中
国の書物「説文解字」によると、果実が熟して固まっていく状態と記されていま
す。芳養小学校も児童も、取り組みを深めながら、申のように智恵深く鋭敏で、
そして成熟を実感できる一年にしたいと思っています。 
 昨年を振り返りますと、皆様方には、本校児童のために、また、本校教育の推進
のために、年間を通して多大なお力添えを頂きましたことを痛感しています。芳養
ふれあい教室や清掃整備作業、交通安全指導や登下校の見守り、また、各種学校行
事や学年の行事、日々の授業協力等々、数え上げれば切りがない程、本当にたくさ
んの方々に力強いご支援を賜りました。心よりお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。 
  皆様方にとりましても、幸多き一年でありますよう心から祈念しています。 

 
 

  

１１月２６日（木）に高学年、１２月４日（金）には低・中学年と分かれて今年度

も「校内持久走大会」を実施しました。高学年は、小学校の思い出づくりとして、

田辺スポーツパークの綺麗なトラックで行いました。最後になっても頑張って走

る友達の姿を見て、思わず全員がトラックに躍り出て、伴走をしながら輪になって

励ましていました。ある女の子は、「校長先生、芳養小学校は素晴らしい学校やな。」

と言ったのを聞いて、吹き出しましたが、実感として心が温まりました。低・中学

年児童は、雨の影響で延期になりましたが、学校の運動場で実施し、どの子も自己

目標を達成すべく、最後まであきらめずに頑張りました。児童には、それぞれに個

性や長所がありますが、それが一つとなって支え合える集団を目の当たりにして

深く感動しました。芳養小の校訓である和（わ）の心が子どもたちに育っているこ

とを大変うれしく思います。当日、応援に来て下さった多くの皆様方に心よりお礼

申し上げます。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 

新年明けましておめでとうございます。 
 地域の皆様、明けましておめでとうございます。平成２８年、申年が始まり

ました。十干十二支の組み合わせで言うと、丙申（ひのえさる）年です。いろん

な解釈があるようですが、自分に都合良く前向きな解釈をすると、「形が明らか

になって、実が固まっていく年」といえるようです。 

 昨年を振り返りますと、地域の皆様にご支援頂き、様々な取り組みを行うこと

ができました。特に２学期は運動会に始まり、学習発表会、防災教室、クラブ活

動、そして年末にはしめ縄作りと、地域の皆様のご参加をいただき、また教えて

いただき、まさに地域に支えられた大坊小学校でした。皆様のご支援、ご協力、

本当に有り難うございました。今後とも、変わらぬご支援をいただけますようお

願い申し上げます。 

 皆様方にとりましても、新しい年が、これまで頑張ってきたことが、形あるも

のになって実が結ぶ年となりますことを心よりお祈りしています。 
 

活用できる学力を目指して 
 ２学期末に学校評議員さんにおいで頂き、授

業の様子も見ていただきました。算数の授業の中

では、解き方の説明ができることも今の学力では

求められている場面を見ていただきました。 

同様に、国語科の中では、教科書教材で学ん

だ後、その学びを活かして、自分で説明文を書く

等の取り組みも大切にしています。下の文は３年

児童が「すがたをかえる大豆」を勉強した後、自分で調べたことを文にした物で

す。 

しめ縄作り 

 今年も、白楽会の方々にしめ縄作りを 

教えていただきました。縄をなうことは 

難しいですが、中・高学年になるとしっか 

りとした縄を作ることができています。 

終業式の日、用意して頂いた飾りをつけ、 

全員うれしそうにしめ縄を持ち帰りました。            

明洋中学校から 

新春のお慶びを申し上げます 
 
 

 旧年中は、地域の皆さま方よりたくさんの温かいご支援を頂きましたこと、感謝
申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
 

◇文化発表会を開催しました 

 学校開放週間中の１１月２３日、本校文化発表会を開催したとことろ、たくさん
の地域の皆さま方にご来校いただきましたことお礼を申しあげます。 
  本発表会では弁論発表、職場体験発表、熊野古道 
語り部、ボディーパーカッション＆合唱、演劇、講 
演、作品展示と盛りだくさんの内容になりました。 
  生徒たちが４月から一生懸命、学習活動で積み上 
げてきた内容を披露させていただきました。 
 ３年生劇団ＭＥＩＹＯによる演劇「グッバイ・マ 
イ」については、ご来校いただいた皆さま方には感 
動していただけたのではないかと思います。 
 

◇近畿中学校駅伝競走大会に出場しました 

 県中学校駅伝競走大会で３位入賞した、本校駅伝部は１１月２９日、奈良県橿原
市総合運動公園で開催された近畿中学校駅伝競走大会に参加しました。 
 全長１８．９㌔ ６区間周回コースで行われ、和歌山県から本校を含め男子・女
子各５チームが県代表として参加しました。 
 近畿地方の強豪校が多数参加のなか、生徒たちは、タスキをつなぎ２３位の成績
を残し健闘しました。 
 出場校のほとんどは３年生を中心としたチーム編制でしたが、本校は１、２年生
のチームのため、次年度はこの経験を活かして、さらに上位を狙ってくれるものと
期待しています。  
  

本校選手 
 １区 井澗翔太 （２年）４区  松葉俊太（２年） 
 ２区  井澗洸太  （２年）５区 志波李空（２年） 
 ３区  石井裕真 （１年）６区  水井翔哉（２年） 
 補欠 青山泰樹 （２年）    
  〃   沖見健斗 （２年） 
   〃  田ノ岡龍志（２年） 
 

◇熊野古道語り部ジュニア発表会が開催されます 

 田辺市合併１０周年記念事業のひとつとして、「子どもたちが語りつぐ田辺市熊
野古道語り部ジュニア発表会」が紀南文化会館にて開催されます。 
 本発表会は世界遺産として登録された熊野古道を校区にもつ、市内小学校、中学
校１８校の児童生徒たちが語り部となり、それぞれの校区の熊野古道の史跡・名所
や謂われを語りつないでいきます。 
  本校区の芳養王子社をスタートとして、本宮大社まで熊野古道を７ブロックに
分け、小学生は日本語で、中学生は英語で発表することになっています。 
 本校の生徒たちは芳養小学校、田辺第三小学校の
児童たちと、芳養王子社から道分け石までを担当し
発表することになっています。 
 現在、三校の児童生徒たちは、発表に向け練習を重
ねています。 
 地域の皆さま方におかれましては、当日時間が許す
ようでしたら、児童生徒たちの発表を是非ご覧くださ
いますよう、よろしくお願いいたします。 
 

       「子どもたちが語りつぐ 
          田辺市熊野古道語り部ジュニア発表会」 
 

          日時：平成２８年１月２２日（金） 
             ９：００～１２：００ 
          場所：紀南文化会館大ホール 

                 

 新しい年を迎え、心新たに、校訓の実現に向けて、職員一同、精一杯頑張る所
存です。 

       芳 養 小 学 校 の 教 育 目 標（校訓） 

健（けん）心身共に健康で、よく頑張る子を育てる  ＜たくましい子＞ 

考（こう）よく学び、よく考え、自分で判断できる子を育てる。＜かしこい子＞ 

和 （わ）みんな仲良く、仲間を大切にする子を育てる。＜やさしい子＞ 
 

 登校               村野四郎 

  新しいノートと新しい本、            すると、わたしの胸の底で、 
  ぎっしりつめたかばんの重みが、       はっきりと、これに応える声がある。 
  わたしの歩みを力づよくする。 
  今朝は、目に写る全てのものが、 
  自信にみち、                         明るい光、 
  生気にあふれ立っている。             広がる風景、 
                                       道をはさんで、 
  胸を張って行く朝の道                 一面にゆれる黄色い菜畑 
  ふと、心のどこかで、 
  もう一度、                           風が 
  やさしい母の言葉がささやく。         花の匂いを運んでくる。 
  「しっかり やってね。」と 
  母の心は、この言葉に生きて、 
  わたしの心に呼びかける。 

２０１６新春あけましておめでとうございます 

芳養小校内持久走大会 

 〔いろいろなすがたになる牛乳〕     ３年 松上せな 

 牛乳には、さまざまな食べ方のくふうがあります。 

 まず、生き物の力をかりて、ちがう食品にするくふうです。菌の力をかりる

と牛乳はヨーグルトになります。 

 次に、レンネットなどのさんのはたらきを利用して、ちがう食品にするくふ

うがあります。さんの力で牛乳のタンパク質をかためるとチーズになります。 

 また、クリームを取り出してちがう食品にするくふうがあります。よくかき

まぜ、乳しぼうだけを集めてかためるとバターになります。パンにバターを

ぬって食べたらおいしいです。 

 さらに、牛乳から乳しぼうを取り出して、ちがう食品にするくふうがありま

す。そうすると、生クリームになります。その生クリームにさとうやたまごや

くだ物などで味をつけかきまぜて空気を入れ、こおらせるとアイスクリーム

になります。 

 このように、牛乳はくふうされてさまざまなすがたになって、食べられ

ているのです。 


