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１１月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 

１７日（火）のみ 

※１１月の第１火曜日の３日（火）は、祝日のため回収はありませんので、 

          置かないようにお願いします。 
 
   ◎当日の午前中に、芳養公民館前の駐輪場スペースに出してください。 

   ◎回収できるものは雑誌・新聞・段ボールです。 

   ◎必ず紙ヒモでくくってください。  
  

   ※回収日以外は、回収できませんので持ち込まないでください。 

芳養イキイキクラブ集会場  《１１月の予定》  
  ◎午後１時３０分～（※集会場所在地：芳養松原一丁目８-２） 

   ※参加者は必ずマスクを着用してください。 

   ※発熱や咳など体調が優れない場合は、参加を控えてください。 
 
    １０日（火） 体操の日「イスに座ってリズム体操」（公民館） 

    １９日（木） 読み聞かせ・紙芝居（公民館） 

          「千里観音の話」 みなべ町立図書館より 西川 氏 

    ２５日（水） 清掃の日【集合場所：新芳養漁港 公園トイレ前】 

           ※軍手、ビニール袋、トングを持参してください。     

    ３０日（月） 体操の日「ラジオ体操１、２、３」（公民館） 

田辺市 「成人の日」記念式典について 
 令和２年度の「成人の日」記念式典は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、下記の 
とおり時間帯を分けて３密を回避し、感染予防対策を徹底した上で開催を予定しています。    
 なお、今後の感染状況によっては、内容の変更及び開催を中止する場合があります。 

 
 ◆日 時：令和３年１月10日（日） 

 
  
 ◆場 所：紀南文化会館 大ホール 
 ◆対象者：田辺市の新成人（平成12年４月２日～平成13年４月１日までに生まれた方） 
 ◆その他：田辺市に住民登録をされている方には、11月中旬に案内を送付します。市外に住 
      所を移している方で、成人式の案内を希望される方、及び出身中学校が田辺市外の 
      学校の方は、担当課までご連絡ください。 
      参加にあたっての注意事項等について、市ＨＰをご覧いただくか、下記へお問い合 
      わせください。 
 
【お問合せ】田辺市教育委員会 生涯学習課 公民館係（田辺市民総合センター内） 
      （電話：0739-26-4925）（FAX：0739-25-6029） 

  時刻 対象出身中学校 

１回目 
【受 付】午前 ９時30分～  

【開 会】午前10時00分～ 

高雄中学校  秋津川中学校 上芳養中学校 

大塔中学校  田辺中学校 

２回目 
【受 付】午前11時30分～  

【開 会】午前12時00分～ 

明洋中学校  衣笠中学校  中芳養中学校 

中辺路中学校 本宮中学校 

３回目 
【受 付】午後 １時30分～  

【開 会】午後 ２時00分～ 

東陽中学校  新庄中学校  上秋津中学校 

龍神中学校  近野中学校 

～あがらの飲食店を応援しよら～ 

田辺 飲食店応援キャンペーン 第２弾 
 
  田辺市内のキャンペーン参加店舗でお食事などをしていただき、1,000円以上のレシートや 
 領収書を総額10,000円以上集めて応募いただいた方に、抽選で合計1,000名様に3,000円相 
 当の田辺の特産品が贈呈されます。 
 
  期 間：令和２年10月10日（土）～令和３年１月31日（日） 
      ※レシートや領収書の対象期間 
  ：①レシートや領収書は１枚あたり総額1,000円以上（税込）のものが対象 
       例）500円のレシートを20枚集めても応募対象外です。 
      ②10,000円以上のレシートや領収書の場合、１枚で１口の応募 
       例）１枚30,000円分のレシートでも３口の応募にはなりません。 
      ③店舗名、日付、金額が記載されているレシートや領収書が対象 
  ：レシートや領収書の原本を応募用紙に添えて、ご持参又はご郵送 
  応募先：①田辺市街なかポケットパーク（世界遺産 鬪雞神社参道横） 
      〒646-0031 和歌山県田辺市湊27-37 開館時間：９時～17時 年中無休 
      ②田辺観光協会事務局（田辺市役所３階 観光振興課内）  
      〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町１番地 土日祝は受付不可 
  抽 選：2期（上期・下期）に分けて500名様ずつ抽選 
      ①上期 令和２年10月10日（土）～令和２年11月30日（月）17時までの受付分 
      ②下期 令和２年12月１日（火）～令和３年２月１日（月）17時までの受付分 
      ※郵送の場合は令和３年２月１日（月）当日消印有効 
  特産品：上期と下期の抽選で合計1,000名様に3,000円相当の田辺の特産品を贈呈 
      ※当選発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます 
 
【お問合せ】田辺観光協会（電話：0739-26-9929） 

芳養地区 『成人式』 について  

  例年、１月に開催しています芳養地区の成人式について、開催に向けての協議を重ねており 

 ますが、新型コロナウイルス感染症の影響が日々変化する中で、現時点では、確定した判断をす 

 ることが難しい状況です。 

  １２月号で開催の有無、開催の場合は、詳細についてお知らせいたしますので、新成人の皆さ 

 ま、ご家族の皆さま、地域の皆さまには、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 

                              芳養連合町内会長 山本 とし子 

                              芳養公民館長    泉 京 子 



  
  
 理科の実験でホースが折れて空気が出なくても気づかない子、マッチがす
れない子、ぞうきんが絞れない子、ホウキをモップのように使う子、・・・な
ど、以前から学校現場では話題になっています。 
 時代が変わり生活様式が変化する中、子どもたちの生活経験や自然体験が
少なくなっていることが原因と言われています。 
 しかし、原因は時代や社会のせいばかりではないようです。親が学校へ忘れ
物を届けたり、つい車で学校へ送ったり、簡単に答えを教えてしまったり、子
どもが困らないように先回りして、何でもしてしまってはいないでしょうか。 
 一見、子ども思いの親のように見えますが、子どもが自分で考えて挑戦した
り工夫したりする機会を奪ってしまっていることにもなります。困難や辛抱、
失敗を体験せずに成長した子どもは、困難に出会ったときに何とかしようと
考えず、すぐに人に頼ったり諦めたりしてしまいます。 
  それでは、どうすれば自分から考え行動する子になるのでしょうか？いく
つかあると思いますが、私は次の３つのことを考えます。 
 ①あれこれ口を出さずに見守る。これには親の辛抱がいります。答えを教えた
り手伝ったりすることは簡単です。子どもは成功経験だけでなく、失敗やつら
いことから多くのことを学びます。ですから、子どもが自分で考え行動してい
るときは、それが十分でなくてもぐっと我慢して手や口を出さずに見守るこ
とが大切です。 
  ②様々な体験をさせる。虫取りや工作、実験、探検、お手伝いなど様々な体験
をすることで、子どもたちにいろいろなアイデアや工夫が身につきます。ま
た、地域の行事や子供クラブ活動への参加、地域の方との交流なども、豊富な
経験ができ「考える力」を養うことにつながります。 
  ③ゲームやスマホの時間を管理する。現在の生活はスマホやデジタル機器と
は切り離すことができません。しかし、ゲームやユーチューブは、なかなか自
分ひとりの力ではやめられずに長時間になってしまいます。それによって体
験の機会が奪われ様々な弊害も出てきています。親も我慢をして協力し、時間
を決める必要があります。親や大人の考え方や言葉かけが子どもの経験を豊
かにし「考える力」を伸ばします。 
 私自身、子どもたちの探究心や好奇心を育てるためにも、「待つ大人」「見
守る大人」「励ます大人」でありたいと思います。 

 
 
 

 
 芳養小学校では、「自転車に乗るときはヘルメットをかぶる」ことが決まり
となっています。ところが、先日車と接触事故を起こした子どもたちは全員か
ぶっていませんでした。最近、休日などにかぶっていない子が多いようです。
命を守るために、必ずヘルメットをかぶるよう声かけをお願いします。 

 
 
 

 
 ９月３０日、天候に恵まれ、運動会を開催し
ました。今年は、半日開催と感染対策のための
参観制限など、ご不便をおかけしましたが、子
どもたちは練習の成果を精一杯発揮しました。
芳養浦音頭では飛び入り参加があったり、息の
合ったダンスでは大きな拍手があったりと大
いに盛り上がりました。 
 これからも感染予防に配慮しながら行事や
交流ができればと考えています。 

芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 
 
 
  
 みんなで作ると楽しいね！ ～学社融合推進協議会活動より～ 

「できることをしていこう。」を合い言葉に令和２年度の学社融合推進

協議会は活動をしています。 

地域活性化部では昨年度から作り始めていた「かごバッグ」作りを９月

末から再開しました。消毒、換気、三密にならな

いようにコロナ対策をとりながら多目的室で行っ

ています。保護者の方以外の方ともお話をしなが

ら楽しい時間を過ごしています。出来上がった

バッグを持って、早くお出かけしたいです。 
 

 読書の秋です！ 

 学習支援部では、今年は「読書」に力を入れようという話し合いがされ

ました。ちょうど「読書の秋」です。活字に親しむことは一生の宝です。

職員でも話し合い、音読と読書の大切さを再確認しました。ちょうど１０

月の学校目標は「しっかり読書をしよう」です。１・２年生が集会で好き

な本の発表をしたら、上級生たちも読書意欲をかりたてられたようです。 

 今年度は毎週金曜日に司書の小倉先生が来てくださり、図書室の整理や

読み聞かせをしてくれています。 

 １３日（火）には、市立図書館の司書さんが読み聞かせをしてください

ました。 

 読書の楽しさを小さいうちから味わって欲しいと願います。 
 
～お礼のお手紙より抜粋～ 

○ぼくは、「どんぐりたろう」がおもしろかったです。どんぐりたろうが

くるくる回るところがおもしろかったです。（２年生） 
 

 情報モラル教室 

 １０月２日、１学期に行った保護者対象に引き続き、児童対象の情報モ

ラル教室を青少年補導センターから２名の先生をお迎えして行いました。

便利なパソコンやスマートフォンなどのICT機器は今の時代に欠かせない

ものとなってきました。これからの社会を生きていく子どもたちはいかに

これらと上手く共存していくかが課題となります。どんどん新しくなって

いく分野ですが依存症やトラブルに巻き込まれないようにするために毎年

学習を続けていくことが大切です。  

 
 
 
 
 
朝夕には寒さを感じる季節となりました。地域の皆様方におかれましては

お変わりございませんか。また平素は本校教育の充実に変わらぬご理解ご協
力を賜り誠にありがとうございます。 
さて、明洋中学校では９月の体育大会に続き、１０月４日～６日、修学旅

行を実施しました。 
コロナ禍ではありますが、様々な行事を工夫して行っています。例年どお

り実施することができず、保護者や地域の皆様方には、ご不便をおかけする
こともあると思いますが、ご理解の上ご協力を賜りますようよろしくお願い
いたします。 

 
◇修学旅行（三重県）へ行ってきました 

 １０月４日～６日、２泊３日で三重県に修学旅行に行ってきました。３日
とも晴天に恵まれ、予定通り行ってくることができました。今年度は、新型
コロナウイルス感染予防のために、実施が危ぶまれましたが、保護者の
皆様のご理解のもと、感染予防対策をしっかりとして行ってきました。
生徒たちにとって楽しく思い出に残る修学旅行となりました。 

 

 
◇合気道の授業が始まりました 

 明洋中学校では、毎年体育の授業として合気道を
行っています。授業では、まず合気道の創始者であ
る「植芝盛平扇を学ぶ」と題して、たなべるにお勤
めの太田雄司氏にお越しいただき講演を行っていま
す。また実技では外部指導者として合気会田辺道場
の方々に来ていただき、体育科教師と共に指導を
行っています。１年生は基本動作を、２・３年生は新しい技を教わりま
す。 
 
◇「交通安全教室」を行いました（１年生） 

 １０月５日（月）、１年生では田辺警察署の方に
来ていただき、交通安全教室を行いました。映像や
パンフレット、実際の交通事故の事例などをもと
に、自転車運転での危険性や責任などを教えていた
だきました。 
 地域の皆様方には交通安全について、普段から見
守りをしていただいているところですが、引き続き見守りいただきます
ようお願いします。 
 
◇令和２年度文化発表会について 

 文化発表会については、毎年多くの皆様方に来ていただき、演劇や学
年の発表などを実施させていただいています。しかし、本年度の文化発
表会（１１月２１日）については、コロナウイルス感染予防のため、参
観は３年生の保護者のみ、また内容もブラスバンド部の発表と演劇のみ
とさせていただきます。 
 毎年、文化発表会を楽しみにしていただいている皆様方には大変申し
訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。 

生活経験を積み「考える力」を育てたい 

命を守るヘルメット かぶっていますか 

大きな拍手の中で運動会 

大坊小学校 １１月号  
 「自主・自律・連帯」 １１月号 

     ～充実の秋～  

～主な見学場所～ 
１日目 
鳥羽水族館・志摩スペイン村 

２日目 
賢島クルーズ・ナガシマスパーランド 
３日目 

伊勢神宮・おかげ横丁 

 私が「情報モラル教室」で、い

ちばん印象に残っていることは

「写真」です。写真だけで住所が

わかったり、写真にうつっている

制服や教科書で、学校や学年が分

かってしまうのがこわいなと思

いました。（５年生） 

 「情報モラル教室」で、一番心に
残ったことは、インターネットや
ゲームなどで知らない人たちと仲
良くなって誘拐されてしまうこと
があったということです。 
 今日の授業で、インターネット
をするときは、知らない人と仲良
くなったり実際に出会ったりする
のはやめたほうがいいと思いまし
た。（６年生） 


