
１２月の古紙回収日【毎月第１・３火曜日】 

１日（火）、１５日（火） 
 
   ◎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。 

芳養地区 「成人式」 について 

  成人の日を迎えられる新成人の皆さま、この度は誠におめでとうございます。 

  皆さま方が新成人になられますこと、心からお喜び申し上げます。 

  今年度の芳養地区「成人式」につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

出来るかぎりの感染防止対策を講じた内容での開催を計画しております。そのため、例年とは 

異なった内容での開催となり、新成人の皆さま、ご家族の皆さま、地域の皆さまにおかれまし 

ても、多々ご配慮いただく点がございますが、何卒ご協力賜りますようよろしくお願い申し上 

げます。 

  つきましては、下記のとおり成人式を行い、ご祝福を申し上げたく存じます。（芳養公民館 

 区で育ち、現在館区外に住所を移している方で、成人式に参加予定の方は、公民館までご連絡 

 ください。） 

  なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況及び国・県の動向を踏まえ、本式典の内 

 容等の変更または中止となる可能性もございますので、その点につきましても何卒ご理解を賜 

 りますようよろしくお願い申し上げます。 
 

 【日 時】 令和３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１５分 

      ＊雨天の場合は、中止となります。 

       中止の場合は、当日の午前７時に各町内会長より放送等でご連絡いたします。 

 【場 所】   芳養松原「大神社」 

 【対象者】 芳養公民館区の新成人（平成１２年４月２日～平成１３年４月１日生まれの方） 

芳養公民館だより 
令和２年１２月号 Ｎｏ．４４７  

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 

芳養イキイキクラブ集会場  《１２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。 
 

   ３日（木） 体操の日（公民館） 

  １８日（金） 清掃の日【集合場所：芳養駅】 

         ※軍手、ビニール袋、トングを持参してください。     

  ２１日（月） 体操の日（公民館） 

ふるさと自然公園センター自然観察教室について 

 ・タイトル：「冬の星座」  
 ・日  時：１２月１９日（土） １９時～２０時３０分  
       ※天候により実施できないときは１２月２０日（日）に変更  
 ・場  所：ふるさと自然公園センター  
 ・講  師：ふるさと自然公園センター専門員ほか  
 ・対  象：小・中・高校生・一般（小・中学生は保護者同伴）  
 ・持 ち  物：筆記用具、望遠鏡・双眼鏡があれば持ってきてください。  
 ・服  装：防寒の準備  

  
 ・タイトル：「七草粥を作ろう」  
 ・日  時：１月７日（木） ９時３０分～１２時  
 ・場  所：ふるさと自然公園センター  
 ・講  師：ふるさと自然公園センター専門員ほか  
 ・対  象：小・中・高校生・一般（小学生は保護者同伴）  
 ・服  装：防寒の準備・長靴・手袋  
 ・持 ち  物：採集用具・ビニール袋・食器・箸など  
 ・備  考：新型コロナウイルスの影響により、学校の冬休みが短縮された場合、10日（日） 
       に変更する可能性がありますので、事前にお問い合わせください。  

 
 ■申 込  み：各回について、前日までに下記へ、ハガキまたは電話・ＦＡＸ・電子メールで参 
       加者の住所・氏名・年齢・ 電話番号をご連絡ください。  
 ■お問合せ：ふるさと自然公園センター  
 ◇住所：〒６４６－００５１ 田辺市稲成町１６２９番地  
 ◇電話/ＦＡＸ兼用：０７３９―２５―７２５２ ◇Ｅメール：hikiiwa@mb.aikis.or.jp  
 ◇休館日：毎週月曜日（休館日が祝日の場合はその翌日） 年末年始（１２月２８日～１月４日）  

 
田辺市公民館ＰＲキャラクター 

  優しくてしっかり者な双子のお

兄ちゃん 

おてんばなみんちゃんを、いつ

もサポートしてあげているよ！ 

好きな食べ物 みかん 

好きな言葉 「学社融合」 

特技 囲碁、俳句 

チャームポイント ウバメガシ 

元気いっぱいでおてんばな双子

の妹 

いくつかの公民館サークルを掛

け持ちしているという噂が…。 

好きな食べ物 梅の花 

好きな言葉 「やにこい」 

特技 ソフトバレー、卓球 

チャームポイント 梅の花 

メジロをモチーフにした双子のマスコット。 

２人とも頭には公民館をイメージした帽子を被っている。 

老若男女問わず、多くの方に公民館を知ってもらいたいと思っている。 

田辺市生涯学習課公民館係では、公民館

をより多くの人に知ってもらうため、田辺市公

民館ＰＲキャラクターを作成しました！ 

今回はそのキャラクターの紹介をさせていた

だきます。 

ご紹介 



芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 

  

 朝夕がめっきり涼しくなり秋の深まりを感じます。夕方から夜の時間が長
くなるこの時期、「読書」と「ゲーム」について考えたいと思います。 
 読書の効果は皆さんもご存じの通り、いろいろな文章を読むことで論理的
にものを考える力が身につきます。また、活字を元に子ども自身がイメージを
膨らませるので、想像力が豊かになります。その上、本を読むことで、漢字や
語彙力、いろいろな知識が身につき人との会話が楽しくなります。このように
良いことだらけの読書ですが、読書好きでない子にはなかなか響きません。ど
うすれば読書好きになるのでしょうか。一つは、低学年のうちは親が読み聞か
せを、学年が上がれば親も一緒に読書をする時間を作ることです。小学校では
月に１回「スマイルブックデー」を設けています。家庭でメディア（テレビ、
ゲーム、ユーチューブなど）から離れ、読書をしたり会話をしたりしようとい
うものです。「読書しなさい！」としつこく言うより、読書ができる環境を作
ることが大事だと思います。たまには、家族で一緒に図書館へ出かけてみては
どうでしょう。 
 では、ゲームについてはどうでしょうか。ゲームについては、「勉強の時間
が減る」「暴力的な言葉や行動が出る」「時間を守れずだらだらとしてしまう」
「目に悪い」「運動不足になる」など、悪い面が強調されます。確かにその問
題はあります。一方、ゲームによって、「注意力がアップする」「素早くもの
を見分けられる」「創造力や勘が働く」などのプラス面も指摘されています。
今の時代、大人も子どももスマホやゲーム機とは切り離せなくなっています。
では、どうすればゲームと上手に付き合うことができるのでしょうか。一方的
に厳しく制限するのではなく、一緒にスケジュールやルールを考えるのが良
いと思います。「平日は１時間以内。でも土日は２～３時間以内・・」「ゲー
ム機はリビングに置く」などです。そして、それができたら認め、ほめてあげ
ましょう。大事なのは自分でコントロールができようにすることです。たまに
は親子でゲームをしてコミュニケーションをとるのも良いかも知れません。 

 

 

 
 
 ２学期も折り返し点を過ぎ、１学期に予定して
いた行事や交流を、感染対策をしながら実施して
います。 
 １０月２４・２５日、５年生が潮岬青少年の家へ
キャンプに出かけました。みんなで協力しておい
しいカレーが作れました。３０日、１年生が昔遊び
を体験しました。「イキイキクラブ」を中心に２５
名くらいの方が来てくださり、コマやお手玉、竹とんぼなどを楽しみました。
１１月１・２日、６年生が奈良（ナガレ山古墳、法隆寺、東大寺など）と、三
重の志摩スペイン村へ修学旅行に行きました。天候に恵まれ、楽しい思い出が
できました。４日、待ちに待った後期の「ふれあい教室」が、「かきかた」を
皮切りに始まりました。「花アレンジ」「中国語」「俳句」「読み聞かせ」な
どできるものから実施しています。 

秋の夜長・読書とゲームを考える 

 

 
  

 １２月の声が聞こえると急に寒くなり、なんだか慌ただしくなります。
今年はコロナウイルス感染症が世界的に拡大し、その予防のため色々な活
動の制限があり行事も中止となりました。例年忙しいながらも一つずつ
行ってきたことや日常の何気ないことの大切さを感じました。例えば、低
学年の子どもの頭をなでたり手をつないだりすることは、子どもたちに安
心とやる気を与えていたのだと痛感しました。みんなで寄って顔を見てワ
イワイ話せる日が早くくればと願います。  

 学習発表会 ～ふるさと学習を通して～  

 先日、高学年の教室を覗きに行くと、「大きくなったら大坊に残りたい
ですか」「出て行きたいですか」というテーマで話し合いをしていまし
た。「出て行きたい」と発言した児童は、「買い物が便利なところに住み
たい」「芸能人と会いたい」「いろんな乗り物に乗ってみたい」などの理
由でした。「残りたい」と発言した児童
は、「景色がいいから」「人が少ないか
ら」という理由でした。 
 １１月２０日に開催した学習発表会で
は、自分たちのふるさと「大坊・団栗」に
ついて学習したことを発表しました。ふる
さとを学ぶことを通して自分たちが当たり
前と思っている「大坊・団栗」の素晴らし
さに気づいてほしいと願います。  

 学社融合推進協議会環境整備部 ～畑の畝作り～ 

 大坊小学校の畑は旧校舎が建っていた跡地にあり石がいっぱいで、野菜
を作るのに適した畝作りは大変です。そこ
で、今年度も学社融合推進協議会の環境整
備部の皆さんにお願いしたところ、１１月
２１日に畝作りをしてくださいました。保
護者３名と青年団の方３名が来てくださ
り、１時間ほどでふかふかの畝が出来上が
りました。子どもたちとタマネギを植える
予定で、春の収穫が楽しみです。 
 協力してくださった皆さん、ありがとう
ございました。  

 
 
 
 
 

朝、ふとんの温かさが恋しい季節となりました。地域の皆さま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１０月～１１月にかけて、多くの大会や行事が行われました。今回は
その一端を紹介します。 

また、保護者や地域の皆さま方におかれましては、引き続きご理解の上ご協力を賜りますよ
うお願いいたします。 

 
◇郡・県新人戦・各種大会が行われました 

 １０月１７日、１８日を中心に田辺西牟婁地方の郡新人戦が行われました。また他の競技で
も秋季大会が行われました。郡・県大会や秋季大会等で入賞した個人・団体を紹介します。 

【新人戦郡大会】 

 
 
【新人戦県大会】 

 

 

【県中学校秋季体操競技選手権大会】 

 

 

 

 
【県ジュニア夏季水泳大会】 

 
 
   

◇プロムナードコンサートを開催しました 

 １１月１４日（土）、紀南文化会館大ホールにて、ブラスバンド部のプロムナードコン
サートを行いました。 
 今年は、コロナ対策のために、入場人数の制限や時間の短縮を行った上での開催となり
ましたが、関係の多くの方々に来ていただき、素晴らしいコンサートとなりました。ま
た、「ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興記念賞」を２年連続受賞し、その披露も行
いました。 
 

◇「田辺西牟婁郡中学校美術展」出品 

 田辺西牟婁郡中学校美術展が行われ、本校からは、以下の生徒作品を出品しました。ど
の作品も個性あふれる傑作品ばかりです。 

 １年 中井七紬（県展へ）、上仲悠斗、金城虹心 

 ２年 西尾 心（県展へ）、硲龍之介 

 ３年 庄司千陽（県展へ）、田ノ岡美南（県展へ）、中松真里奈 
 
◇明洋中学校育友会「優良賞」を受賞 

 １１月７日（土）、ビッグ愛（和歌山市）において、令和２年度和歌山県花いっぱいコン
クールの表彰式があり、これまでの活動が認められ、明洋中学校育友会が学校の部において
「優良賞」を受賞しました。代表して山下敦司育友会長が出席され、表彰を受けられました。
おめでとうございます。  

感染症に気をつけながら 

 「自主・自律・連帯」 １２月号 

  ～各種大会・行事に沸く～  

〇柔道 
 男子個人６６㎏級  ２位 桐山剛（県大会へ） 
 男子個人初心者の部 １位 桑木光久     
 女子個人４０㎏級  １位 南香有希（県大会へ） 
     ４８㎏級  １位 堤咲葵（県大会へ） 
     ５２㎏級  ２位 藤田歩（県大会へ） 
     ６３㎏級  １位 吉田ゆきな（県大会へ） 
     ７０kg超級 １位 中田彩音（県大会へ） 

〇バスケットボール女子 
 １位（県大会へ） 
〇男子テニス 
 個人 ベスト１６ 壷井心温・山田幸大ペア 
〇卓球 
 個人１年生の部 ベスト８ 栗川大駕 
〇陸上競技 
 １年男子８００m   ６位 辻俊作 
 １年男子１５００m  ６位 辻俊作 

〇バスケットボール女子              〇柔道は１２月１９日（土）に行われます 
 予選リーグ VS打田中（１１３対３２）勝ち 
       VS紀ノ川中（４０対８０）負け 

男子団体総合  １位 
男子個人総合  ３位 溝川凱理 ４位 安田允穂 
        ５位 中 風孔 
男子個人ゆか  ２位 中 風孔 ３位 溝川凱理 
    あん馬 ３位 中 風孔 
    跳馬  １位 安田允穂 ２位 溝川凱理 
    鉄棒  ２位 安田允穂 ３位 溝川凱理 

女子団体総合  ２位 
女子個人総合  ５位 後藤優日 
女子個人跳馬  ３位 山崎まほ 

〇社会体育部 

 水泳競技女子１００mバタフライ １位 小谷悠奈 

 「ウィーン・フィル＆サントリー音楽復興記念賞」 

 全国から１８団体が選ばれ、和歌山県からは明洋中
のみの受賞です。２０１１年からの地域イベントやコ
ンサートなどの音楽活動を通して、募金活動等を行
い、地震や水害などの復興に寄与したことが認められ
表彰していただきました。 

大坊小学校 １２月号  

【１・２年生の発表】 
 大坊地区について探検したり教えていただいたりしたことを発表しま
した。大坊と他の地区との境目や大きな岩山の名前を宮﨑量大さんに教
えていただきました。また、毎年祇園神社の祭礼で踊る「ありたおど
り」を宮﨑佐和恵さんと山﨑米光さんに教えていただいて、みんなで踊
りました。 

【３・４年生の発表】 
 昨年学習した梅栽培に続いて、今年度は「みかん栽培」について学習
しました。学校近くの岸本さんのみかん畑で、春から観察させてもらい
ました。岸本一宏さんには、インタビューにもお答えしていただきまし
た。「僕もやってみたくなりました」と学習後の感想を述べていた児童
もいました。 

【５・６年生の発表】 
大坊小学校って昔はどんなんだっただろう。５・６年生は大坊小学校

の歴史を調べました。祇園神社から始まった学校がこの新校舎になるま
でのことを田川の坂本秀夫さんと火縄傳治さんから教えていただいたこ
とをもとに発表しました。お二人の子どもたちへの想いを感じながら発
表しました。  


