
        ５月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 
   

         ５月７日（火）、５月２１日（火） 

        ◎午前中に、芳養公民館前に出してください。 

    ◎雑誌、新聞は、必ず紙ヒモでくくって出してください。  

※回収日以外は、回収できませんので出さないでください。                   

芳養イキイキクラブ集会場《５月の予定》□住所：芳養松原一丁目８－２ 

  ◎午後１時３０分～                     

 １０日（金） 縫い物、手芸、ぬり絵等自由に（集会場） 

 １３日（月） 童謡を歌う会（公民館） 

 １４日（火） ひまわりの種まき 午前1１時～ 

        芳養小学校３年生と芳養保育所園児と共に（公民館） 

        ※午後１時３０分～ 寄せ植え（花つぼみ会）苗代必要 

 ３０日（木） 体操の日（ラジオ体操１・２・３他）（公民館） 

令和元年５月号 Ｎｏ．４２８   

発行：芳養公民館 館長：泉 京子 主事：宮畑 直弥 

住所：田辺市芳養松原一丁目１５－８ 

ＴＥＬ：２２－１４２９  ＦＡＸ：２３－１９０９ 

芳養公民館だより 

 

芳養しおさいまつり 開催！ 

 ４月２０日（土）、新芳養漁港で『第１８回芳養しおさいまつり』が開催されました。 

 当日は天候にも恵まれ、生しらすなどの海産物、農産物、食料品、衣料品などを取り揃えた出店と、

多くの来場者で賑わいました。 

 また、出店以外にも「芳養湾クルーズ」や「キャスティングゲー

ム」の他、芳養キッズダンスサークルによるダンスや元町空手ス

ポーツ少年団による演武、南紀子どもステーションのよさこい

踊り、芳養保育所によるダンス、こどものへや保育園によるダン

ス、明洋中学校吹奏楽部による演奏などの様々なイベントが実

施され、終始大盛況な『芳養しおさいまつり』となりました。 

 ご来場いただいた地域の皆様、また、ご出店、ご出場いただい

た方々、本当にありがとうございました。 

第１３回 芳養川グラウンドゴルフ大会を開催しました！ 

 ４月２１日（日）、芳養谷（芳養・中芳養・上芳養）の交流大会として、上芳養小学校のグラ

ウンドで「第１３回芳養川グラウンドゴルフ大会」を開催しました。 

 当日は、１７チームが参加し、新緑の息吹の中お互いの交流を深めました。 

 大会にご参加、ご協力いただきました皆さん、本当にありがとうございました。 
 
 ～大会結果～（敬称略） 

・団体の部 優   勝 フレンド    ・個人の部 

      準 優 勝 芳明会      優 勝 栗林 由典 （フレンド） 39打（ホールインワン3回） 

      第 ３ 位 さくら                         

・飛び賞  第 ５ 位 明洋１丁目    準優勝 山口  進   （田中）       39打（ホールインワン2回） 

      第 ７ 位 井原愛和会Ｂ      

      第1 0位   芳寿会Ａ       第３位 尾﨑 惠子 （芳明会）  40打（ホールインワン2回） 

      第1 2位   いきいき 

      第1 4位 梅寿会Ｃ 

公民館主事離任・着任のご挨拶 

 このたびの人事異動により、生涯学習課中央公民館へ異動となりました。芳養公民館主事とし
て、４年間勤務させていただきました。地域の皆様のご協力を賜りながら、様々な事業に携わり、
多くのことを学ぶことができました。芳養公民館で経験し、学んだことをこれからの業務にも生か
していきたいと考えています。 
 最後になりましたが、芳養地域の今後ますますのご発展を祈念いたしまして、離任のご挨拶とさ
せていただきます。本当にありがとうございました。 

野口 直希 
 
 このたびの人事異動により、芳養公民館主事に着任しました、宮畑直弥と申します。昨年度まで
は、上芳養公民館・中芳養公民館主事として４年間勤務させていただきました。 
 着任してから１ヶ月ほどが経ちましたが、まだまだ不慣れな点があり、新たな業務を一つひとつ
こなすことで精一杯ですが、一生懸命取り組んでまいります。 
 芳養地域の皆様のお役に立てるように努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。 

宮畑 直弥 

令和元年 田辺湾クリーン作戦実施要項 

◇日  時 令和元年６月８日（土）午後１時３０分～（１時間程度） 
          荒天の場合６月９日（日）に順延（開始時刻同じ）。 
      延期または中止の場合は両日とも午前１０時３０分に防災無線で放送します。 
◇清掃場所 元島及び天神崎地区、跡の浦地区、鳥の巣地区、左会津川河口地区（上屋敷側、江川 
      側）、扇ヶ浜地区（計５地区） 
◇注意事項 ごみは４分別（燃えるごみ・資源ごみ・プラスチックごみ・埋立てごみ）にして、同じ 
      袋に混合しないでください。 
      ごみは絶対に燃やさないでください。 
                 毎年、蒸し暑い中での作業となっております。くれぐれも体調管理に注意してご参加い 
      ただきますようお願いいたします。  
 
◇お問合せ 環境課 環境対策係（０７３９－２６－９９２７） 



芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 

いよいよ令和の時代がスタートしました。大坊小学校も新校舎での学校

生活が始まっています。４月８日には新校舎で第１回目の入学式を挙行

し、４名のかわいい新入生を迎えました。お兄さん、お姉さんたちに見守

られながら、みんな元気いっぱい笑顔で登校しています。 

 平成３０年度末の人事異動で、３名の転出入がありました。 

【転出】              【転入】 

 佐々木 太 中辺路小学校教頭へ    西川 佳尚  長野小学校より 

 坂本 和子 秋津川小学校へ      藤森 香清  新規 

 鈴木 萌  新宮市立光洋中学校へ   川本 史歩  新規 

 色々お世話になりました。      どうぞよろしくお願いします。 
    
 今年度の学校職員を紹介します。 

 

 

 
   
 地域の皆様方と共に、８名の教職員が一丸となり信頼される元気な学校
をめざしていきます。今年度も、本校の教育活動にご支援とご協力をどう
ぞよろしくお願い致します。  

 

     

 

「和・考・体」として、本校の教育の根幹として受け継がれてきた教育

目標です。今年度も「清く…豊かな心（和）」「高く…確かな学力

（考）」「のびのびと…たくましい体（体）」をめざし、教育実践を進め

て参ります。少規模であり、複式授業を実施している本校の特色を最大限

に生かし、複式授業作り、いきいきとした集団作り、頑丈な体作りに取り

組みながら、新しい時代に逞しく生きていける児童の育成をめざします。 

また、大坊小学校には、もう一つ頑張る児童の合い言葉があります。地

域の石垣にちなんで作られた「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仲良し）」です。子ども

たちは先人たちのさまざまな思いを受け継ぎながら「い・し・が・き」を

合い言葉に、木の香り漂う新校舎で元気に新年度をスタートさせていま

す。皆様方のお力添えの程、重ねてどうぞよろしくお願い致します。  

明洋中学校から 

◇新年度が始まりました 

  桜の満開とともに、７１名の新入生を迎え、全校生徒２７２名でスタートし
ました。 
  本校の生徒数は少子化の影響で、平成の時代に入ってから右肩下がりに減
少してきましたが、遂に本年度は新１年生が２学級編制となり、少し寂しくな
りました。 
 しかし、明洋生の持ち味の明るさと行動力で、様々な活動を一生懸命展開
し、元気な学校にしてくれるものと期待しています。 
 
【生徒数】 １年 ７１名、２年 ９７名、３年 １０４名 
   
  本年度も地域の皆さま方におかれましては、生徒たちの活動を見守ってい
ただき、ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 
◇本校職員の異動について 

 昨年度末に本校から８名の職員が転出し、新年度、新たに７名の職員を迎え
ました。 
 転入してきた職員は新しい風を本校に吹き込んでくれることと思います。 
 
【転出】  
  教 諭     西原 崇（中辺路中へ） 
   教 諭     妹脊信也（県立日高高等学校附属中へ） 
   教 諭       尾鼻章宏（西向中へ） 
   教 諭     中村宗稔（東陽中へ） 
   教 諭     桑本和成（県教育センター学びの丘へ） 
   教 諭     井谷有美（東陽中へ） 
   講 師    虎伏史帆莉（衣笠中へ新規採用） 
   非常勤講師  寺本行雄（東陽中へ） 
 
【転入】 
   教 諭     阪本博只（高雄中から）初任者指導担当 
   教 諭       出口雅人（高雄中から）理科担当 
  教 諭       川嶋優花（三栖小から）特別支援担当 
  教 諭      松本紗弥（新規採用：南部高等学校龍神分校から）             
                                     美術担当   
  講 師       前田裕太（近野中から）社会担当 
   講 師       内川 匠（大塔中から）数学担当 
  講 師      山本瑶司（新規任用） 理科担当 
 
◇本年度の本校の職員です 

 平成３１年度の明洋中学校の職員は次のとおりです。どうぞよろしくお願い
いたします。 
 
 校 長  髙垣 誠    教 頭 工藤英樹  教務主任  澤田雄子     

 事 務  内田喜生    養 護 小畑章子   用  務  藤井直巳 

    大前泰彦     支援員  西﨑美紀 
 
 １年１組担任 中平和徳     ２年１組担任 森めぐみ 
     ２組担任 坂口喜紀      ２組担任 出口雅人 
      副担任  矢野孝信        ３組担任 寺地祐史  
     副担任  中岡知美        副担任 前田裕太 
                         副担任 松本紗弥 
                      副担任 廣里文妙 
 
 ３年１組担任 那須 明     基本１組担任 川嶋優花 
     ２組担任 岩本将広     基本２組担任 山本愉佳子 
     ３組担任 辻 大志     
      副担任  牛居柚美 
     副担任  内川 匠  
      副担任  山本瑶司 

 ４月８日、満開の桜のもと、平成３１年度の入学式を挙行しましたところ、多くのご

来賓の方々、地域の方々にお祝い頂き、無事終了することが出来ました。４６名の新

１年生も、元気に登校しております。本当にありがとうございました。 

 私は、校長式辞の中で、芳養小学校の校訓である「健・考・和」の話をさせて頂き

ました。子どもたちには、それを「たくましく・かしこく・やさしく」と言い直して伝えまし

た。たくましくは、朝から走ったり体を動かしたりして１日を始めることです。そうすれ

ば、体も頭もスッキリとして１日が始められます。かしこくは、本を読むことです。本を

読むことで知識が増えますし語彙が増えます。そして、それが学力に結びつき意欲

的になっていきます。やさしくは、掃除をすることと考えます。後片付けや掃除をする

ことは責任を果たすことであり、気持ち良く過ごせるようになります。そうすると、友達

にも優しくなれますし許したり認めたりも出来るようになります。 

 小学校ではこれを具体的な取組にしています。 

「養健タイム」・・・朝の始業前の１０分間、３年生以上は運動場で走り、１・２年生は体 

          育館で体力づくりをします。 

「音読タイム」・・・３時間目の開始５分前に全校で音読を毎日します。国語の教科書 

          や詩歌を読んでいます。 

「清掃タイム」・・・昼休み後の清掃の時間に、それぞれ役割分担して、「もくもく、すみ 

          ずみ、ピカピカ」を合い言葉に取り組みます。 

 このように、子どもも教師も目に見える形で取り組むことで、成果も実感でき、課題

も明らかになってくると考えます。 

 さて、９日より新１年生もランドセルを背負って登校していますが、通学路のあちこ

ちに、公民館長さんや更生保護女性会の方、民生委員さん方が立って、挨拶運動

をしてくださっています。「おはようございます。」の言葉だけでなく、「頑張っといで

よ。」「大きくなったね。」という声かけも頂いています。２年生以上の子どもたちは顔

見知りということもあり、自分から挨拶をしたり、中には「今年もよろしくお願いしま

す。」と言ったりする子もいました。地域の方に見守り応援されているんだという安心

感の表れだと思います。新１年生の子たちもすぐに慣れて、元気な挨拶をしてくれ

ることでしょう。地域の皆様、ありがとうございます。 

    平成３１年度入学式を挙行 

地域の方々に見守られスタート  

平成から令和の時代へ！  ５月   

校長 玉井朋子  教頭 山根信行  事務職員 中川敬之  

養護教諭 川本史歩       １．２年担任 松本佳子 

３．４年担任 西川佳尚    ５．６年担任 岩本真明  

特別支援担当 藤森香清     

清く、  高く、  のびのびと  

～子どもの姿に成長が見える学校をめざして～ 

大坊小学校 学校教育目標 

  
平成３１年度入学式。みんな笑顔いっぱいです。 

 ◇転出の職員紹介 

 小山敏幸校長（退職） 

 城戸知樹教諭（田辺東部小へ） 

 土佐元輝講師（三栖小へ） 

 水口真宏講師（田一小で採用） 

 長野リエ講師（田一小へ） 

 栗山典子事務長（田一小へ） 

 橋本正勝用務員（退職） 
 
  ありがとうございました。 

 ○転入の職員紹介 

 岸本晃治校長（上秋津小から） 

 伊藤義明教諭（新庄二小から） 

 土井千紗都教諭（中辺路小から） 

 塩谷美樹講師（田二小から） 

 谷口三奈子事務長（田一小から） 

 大江和代サポート（上秋津小から） 

 矢倉正用務員（採用） 
 
  よろしくお願い致します。 


