
５月の古紙回収予定日【第３火曜日】 

１７日（火） 

       ※５月の第１火曜日の３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。            

令和４年５月号 Ｎｏ.４５２   

発行：芳養公民館 館長：小川 鏡 主事：田中 昂志 

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 
民生・児童委員、主任児童委員について 

  ＊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。 

  ・わたしたちには、守秘義務があります。（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。 

  

   

   

   

  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） 

  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」） 

  山﨑ゆき子（芳養松原「中部」）・鳥渕スガ子（芳養松原「東部１班」） 

  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 

  「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 

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

  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） 
芳養ナイターグラウンドゴルフ大会を開催しました！！ 

 去る４月15日（金）の夜７時から、田辺スポーツパーク陸上競技場に

て、芳養ナイターグラウンドゴルフ大会を開催しました。開催を予定し

ていた14日は夜から雨の予報で順延となりましたが、15日は曇り空では

あるものの、雨が降らず無事に開催できました。 

 当日は13チーム計52名の地域の皆

さんにご参加いただき、グラウンドゴ

ルフを通じて、世代を超えた交流を行

うことができました。 

 また、これまでとは違う会場での競技となり、皆さん新鮮な気持ちで楽し

そうにプレーされていました。 

 大会の結果は次のとおりです。 

 

【男性チーム】 優勝 ： 元町明洋Ａ   【女性チーム】 優勝 ： さくら 

       準優勝 ： 明洋Ａ            準優勝 ： 元町明洋 

        ３位 ： 田中Ｂ             ３位 ： 芳養明洋 

 

【男性個人優勝】元町明洋Ａの室井さん   【女性個人優勝】元町明洋の浜田さん 

 

 入賞おめでとうございます！また、大会の運営、進行にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 

～毎日の食事がお口を救う～ 【 口救
こうきゅう

レシピ】の発行が始まります 

【お問合せ】保健福祉部 やすらぎ対策課（電話：２６－４９１０） 

近頃、会話が少なくなりお口が運動不足ではありませんか？ 

お口が大切なのはわかっていても、お口の健康への意識は低いことが、県の調査

(令和２年和歌山県高齢者等生活意識調査)でわかってきました。 

そこでやすらぎ対策課では、毎日の食事を通してお口の健康を救っていただきたい

と考え、【口救レシピ】を令和４年５月から発行します。 

お家でできる簡単なお口体操や、お口の運動不足解消料理など、色々な方向からお

口の救済方法を紹介していきます。 

２か月に１回奇数月に発行します。芳養公民館にも置いていますので、どうぞご活

用ください！ 



芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 
 
 
 
 
 
◇新年度が始まりました（始業式・入学式） 

 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９１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４年度生徒数】  

１年：９１名 ２年：８４名 ３年：７６名 
 

◇令和３年度末の人事異動で転出した職員です 

  工藤 英樹 （本宮中へ 校長昇任） 

  寺地 祐史 （上芳養中へ） 

  八田  央 （高雄中へ） 

  深瀬 莉玖 （東陽中へ） 

  西﨑 美紀 （会津小へ） 

◇本年度の本校職員です よろしくお願いします！ 

 令和４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  塩路隆人  教  頭  南多恵子 

 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  

       岩本 幸 
  髙田 修 

 
１年１組担任 中平和徳 ２年１組担任 村山典子 

２組担任 大森美栄    ２組担任 金川幸大 
３組担任     ３組担任 服部浩士 
 副担任 坂口喜紀    副担任 山本優太 
副担任 井上紗希        副担任  

    副担任 中家美音 
    
３年１組担任 岩本将広  基本１組担任 川嶋優花  

２組担任  基本２組担任 堺 哲郎 
３組担任 出口雅人  基本３組担任 篠崎真紀 
副担任 中岡知美     副担任 井端雅美 

 副担任 土橋秀典 
 

◇新入生オリエンテーションを行いました 

４月15日（金）、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、18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。 

   「自主・自律・連帯」 ５月 

   ～令和４年度スタート～ 

 令和３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】 

教頭  山根 信行          教頭  竹内 真理 

    定年退職 会津小学校へ再任用     鮎川小学校より 

教諭  岩本 真明          教諭  大江 航司 

    田辺青少年センターへ         中辺路小学校より 

    川本 史歩          教諭  大﨑 希歩 

     三里小学校へ             本宮小学校より 
 

 今年度の学校職員 

 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。 

 

 
 
 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。 

 

２名の新入生を迎えて 

４月８日に２名の新入生を迎えて全校21名でスタートしました。 

 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４年度もみんなで考え楽しく頑張っていきます。 

 校長 新行 由美子  教頭 竹内 真理     

 １.２年担任 松本 佳子  ３.４年担任 中江 大貴 

 ５.６年担任 大江 航司  ひまわり学級担任 藤森 香清 

 養護教諭 大﨑 希歩    事務職員 中川 敬之 

学校教育目標について 

 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～ 

 これまで、地域や保護者の皆様方には大変お世話になりました。心機一転頑
張りたいと思います。本当にありがとうございました。 

家庭・地域と力を合わせて 

 

 令和４年度がスタートして約３週間経ちました。１年生も元気に登校し，

少しずつ学校生活に慣れてきているようです。 

 今年度も，校訓「健・考・和」（たくましく，かしこく，やさしく）を柱に，

教育活動の充実に努めて参ります。子供たちの現在，そして未来の幸せを願

い，保護者・地域の皆様のお力添えをいただきながら，学校で学んだことが子

供たちの｢生きる力」となるよう，職員一丸となって頑張ります。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 
校  訓  健（たくましく）考（かしこく）和（やさしく） 

                               

  教育方針  自ら考え正しく判断できる人間性豊かな子どもの 

        育成を目指します 

 

  教育目標  

   【健】心身共に健康でよく頑張る子を育てる 

   【考】よく学び，よく考え，自分で判断できる子を育てる 

   【和】みんな仲良く，仲間を大切にする子を育てる 

 

  経営方針   家庭・地域と連携・協働し，たくましく，かしこく， 

       やさしい芳養っ子を育てます 

 

     ＊これまで大切にされてきた校訓・教育目標は今年度も引き継ぎます。 

◆令和４年度 芳養小学校職員 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

木村真由美（校長）       濵岸 良和(教頭） 

  林  伸介（教務主任・３・４・５・６年外国語）     

  三浦 亜希（なかよし１組）   林   駿（４年１組） 

  松井美詠子（なかよし２組）   山本 考人（４年２組） 

  小谷 理加（１年）              辻岡 栄二（５年１組） 

  福田 敏代（２年１組）          眞砂 実加（５年２組） 

  山本真奈華（２年２組）     金谷 亜美（６年１組） 

  小林万里子（３年）       鳥越 良介（６年２組） 

  寺本 知美（４・５・６年理科） 

  南  富美（非常勤講師３年音楽） 

  瀬田 洋美（養護・保健室）   谷口三奈子（事務） 

  大江 和代（教員業務支援員） 

  出口  孝（スクールカウンセラー） 

  川嵜 美智（支援員）      井田三恵子（支援員） 

  野久保千恵（支援員）      山本  通（用務員） 

  保富 弘子（給食運搬員）    中井 まり（給食運搬員） 

  橋本加世子（スクールサポートスタッフ） 


