民生・児童委員、主任児童委員について

芳養公民館だより

＊心配ごと

悩みごと

ひとりで抱えていませんか。

＊あなたの秘密は、必ず守ります。

令和３年５月号 Ｎｏ.４５２

・わたしたちには、守秘義務があります。

発行：芳養公民館 館長：小川 鏡 主事：宮畑 直弥

民生委員法 第15条

・わたしたちは、厚生労働大臣より委嘱されて活動しています。

住所：田辺市芳養松原一丁目１５－８
ＴＥＬ：２２－１４２９

ＦＡＸ：２３－１９０９

妊娠（不安で）・子育て（助けて）・一人暮らし（心細い）
健康医療（心配で）・学校生活（いじめが）・生活費（どうしよう）
介護（疲れた）・福祉サービス（教えて）

「救菜レシピ」 ５・６月号を発行します
同じ料理ばかり食べている、料理が余る。このような食生活と料理をお助け
する「救菜レシピ」の5・6月号を、5月上旬に発行します。

地域の民生・児童委員、主任児童委員の方々です。（敬称略）
◎民生・児童委員（明洋・芳養松原・芳養町地区）

今回は春キャベツをたっぷり使った「ギョーザ」を色々な料理に作り替えま
した。出来上がったギョーザはもちろん、皮が余った時や具が残った時の料理

井渓芳市（明洋一丁目）・前田久子（明洋二丁目「西」）・小森淳平（明洋二丁目「東」）
東義彦（明洋三丁目）・前田早苗（芳養松原「東部２班」）・川口修（芳養松原「西部」）

も載せています。
お家時間が増えた今だからこそ、手先を使った料理に挑戦してみませんか。

山﨑ゆき子（芳養松原「中部」）・鳥渕スガ子（芳養松原「東部１班」）

ギョーザの包み方も掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
中本真輝（芳養町「大坊・団栗」）・杉野伸行（芳養町「井原」）・吉田寛之（芳養町
本号から、みなさんからのアイデアレシピも復活させ
ました。残った料理がこんな料理に！という意外なアイ
デアに出会えるかもしれません。お楽しみに★

「崖」）・久保美彦（芳養町「田中・芳養団地」）・山崎野千代（芳養町「芋・境・田川」）
◎主任児童委員

お問合せ：やすらぎ対策課 高齢福祉係（電話：0739-26-4910）

濵本逸子・永井史子
お問合せ：福祉課 庶務係（電話：0739-26-4900）

就任のご挨拶
芳養公民館長

小川

鏡

５月の古紙回収予定日 【第１・３火曜日】

このたび、泉 京子館長の後任として芳養公民館長に就任いたしました。

１８日（火）

泉館長におかれましては、長年にわたり公民館活動にご尽力をいただき、心から感謝とお礼
を申し上げます。
公民館は生涯学習の場であるとともに、地域のつながりの場でもありますが、残念ながら、
昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業が中止となってしまいました。
本年度に入りましても、まだまだ先行きが見えない状況が続いておりますが、一日も早く以
前のような公民館活動が実施できることを願っております。
今後も、地域の皆様が気軽に集い、学べる公民館をめざしてまいりますので、引き続きご支
援とご指導、そしてご参加をよろしくお願い申し上げます。

※５月の第１火曜日の４日は、祝日のため回収はありませんので、出さない
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・ダンボールです。
◎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。
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「自主・自律・連帯」 ５月

のびのびと

～令和３年度スタート～

～子どもの姿に成長が見える学校をめざして～

「芳養っ子」は 地域の宝
「芳養っ子」は
校訓である「健」「考」「和」をがんばっている子です
「健」は たくましい子
外で元気に遊ぶ子
規則正しい生活をして健康な子
養健タイムに参加して体を動かす子
失敗してもあきらめずにがんばる子
「考」は かしこい子
授業や宿題をきちんとする子
音読タイムにみんなで声を合わせる子
授業中に発表したり話を聞いたりして
みんなでわかろうとする子
「和」は やさしい子
友だちと仲良くする子・助ける子
あいさつやお礼が言える子
掃除や係の仕事をいっしょうけんめいする子
ハート貯金で友だちの良いところを見つけられる子
「芳養っ子」には もう一つ意味があります
芳養が大好きだ
芳養に産まれてよかった
芳養はいいところだ
と胸を張って言えるのが「芳養っ子」です
自分に自信を持ち
芳養を誇りに思うためには
「健」「考」「和」を いつも思い出して
一人ひとりが努力し
みんなで協力しなければなりません
でも 心配はいりません
みなさんのおうちの人も
朝 あいさつをしてくれる おばちゃんも
「ふれあい教室」で教えてくれる 地域の方も
みなさんを応援してくれています
地域の方は みなさんを
「地域の宝」と言ってくれます
前任の岸本晃治校長が子供たちに繰り返し伝えてきた言葉です。校長室前
に掲示されていたこれらの言葉と、子供たちの姿、地域の姿がピタッと私の
中にはまり、そのまま引用させていただきました。
令和３年度は３９名の新入生を迎え、全校児童２６６名でスタートしまし
た。よき伝統を引き継ぎながら、これからも職員一丸となって信頼される学
校づくりに努めて参ります。

学 校

◇新年度が始まりました（始業式・入学式）

令和２年度末の人事異動で、１名の転出入がありました。
【転出】
教諭
西川 佳尚
白浜町立安居小学校へ

【転入】
教諭
中江 大貴
田辺東部小学校より

今年度の学校職員
校長 新行由美子

教頭 山根信行

１.２年担任 松本佳子

３.４年担任 中江大貴

５.６年担任 岩本真明

ひまわり学級担任 藤森香清

養護教諭 川本史歩

事務職員 中川敬之

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。

学校教育目標について
本校の学校目標は「清く 高く のびのびと」です。
「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。小規模であり、地域に根ざした教育が実践できるという本校
の特色を最大限に生かし、複式授業づくり、いきいきとした集団づくり、
頑丈な体づく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
の育成を目指します。
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。
子どもたちが先人たちの思いを受け継ぎながら、「い・し・が・き」を
合い言葉に成長できるように、教職員一同がんばっていきたいと思いま
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。

４月８日、午前中に始業式が行われ、新２・３年生
が登校しました。明洋生らしく、規律正しく凜とした
態度で式に臨んでいました。どの生徒もやる気に満ち
た表情でした。
午後には入学式が行われ、新入生８６名を迎えまし
た。各担任を先頭に、どの新入生も緊張した面持ちで
の入場でしたが、大きな声で返事するなど立派な態度
でした。校訓である「自主・自律・連帯」を胸に、充
実した中学校生活を送って欲しいと思います。
【令和３年度生徒数】
１年：８６名 ２年：７８名 ３年：７３名
◇本年度の本校職員です よろしくお願いします！
令和３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
教務主任
養
護

塩路隆人
澤田雄子
小畑章子

教
事
用

頭
務
務

工藤英樹
内田喜生
藤井直巳
岩本 幸
尾田朱里

学校司書

中根幸枝

１年１組担任
２組担任
３組担任
副担任
副担任
副担任

村山典子
金川幸大
寺地祐史
大森美栄
山本優太
井端雅美

２年１組担任
２組担任
３組担任
副担任
副担任
副担任

３年１組担任
２組担任
副担任
副担任

中平和徳
坂口喜紀
中岡知美
土橋秀典

基本１組担任 川 嶋 優 花
基本２組担任 西 﨑 美 紀
副担任 寺本行雄

岩本将広
出口雅人
篠崎真紀
深瀬莉玖
八田 央

◇新入生オリエンテーションを行いました
４月１６日、新入生オリエンテーションを行いました。２・３年生が１年生に
明洋中学校の生徒会の仕組みや活動内容、またクラブ活動の紹介を行いました。
１年生のクラブへの入部については、１９日からクラブ見学・体験を行い決定し
ていきます。クラブ活動は３年間ほぼ毎日行う活動ですし、今後自分の将来の方
向を決める活動になることもあります。しっかりと考えて決めてほしいと思いま
す。

令和３年度も頑張ります！
令和３年度は１名のかわいい新入生を迎えました。
同級生がいないので心細いでしょうが、上級生達が
しっかりお世話をしてくれています。特に同じ教室で
勉強している新２年生は張り切っています。
それぞれ１学年進級したことを喜ぶと共に責任感あ
ふれる顔つきになってきています。
令和３年度もみんなで考え楽しく頑張っていきま
す。

◇聖火リレー第１走者の早田さんは明洋中出身！
４月９日、１０日と和歌山県で東京オリンピックの聖火リレーが行われまし
た。その第１走者を務められたのは１９６４年に行われた東京オリンピックの体
操競技で金メダルをとられた早田卓次さん（８０）です。
早田さんは明洋中出身で中学校卒業後は田辺高校、日本大学に進まれ、２４歳
で迎えた東京オリンピックの男子つり輪と男子団体において、見事金メダルに輝
きました。現在も日本大学名誉教授としてご活躍で、２０１９年には旭日小綬章
を受章されています。偉大な先輩の存在と今なお元気にご活躍されていること
を知ることができて、とてもうれしく思いました。

