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１月の古紙回収予定日【第１・３ 火曜日】 

３日（火）・１７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・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。               

ファミリーバドミントン大会を開催します！ 

【日  時】１月 26 日（木）   

      ・受付：午後７時～  ・開会式：午後７時15分～  

      ＊練習日は、１月23日（月）午後７時～  

【場  所】田辺市体育センター（大屋体育館）  

【 】①１チーム３名とする。（２名補欠登録可） 

       ＊原則として地区単位で編成。 

        できない場合は、２地区以内で編成。 

      ②男女の区別はありません。 

      ③学生は小学５年生以上とする。   

【参加申込】１月18日（水）までに芳養公民館までお申し込みください。  

      ＊参加申込書は芳養公民館に置いています。  

第１回田辺市民駅伝交流大会 ～弁慶RUN～ 子育てのなかまの輪をつくろう 

■対 象 就学前及び就学児（小学生）のお子様がい 

     らっしゃる田辺市在住の保護者または家庭 

     教育支援に関心を持ち、子どもに関わる活 

     動に携わっている方 

■定 員 20名程度［追加募集］ 

■申 込 1月５日（木）～13日（金）に、以下へ電 

     話でお申し込みください。また、一時保育 

     を希望される方は、その旨をお申し出くだ 

     さい。保育料は無料です。 

■問合せ 生涯学習課 公民館係 

     ＴＥＬ：0739（26）4925 

■講座内容 ※両日ご参加ください。 

謹賀新年 
新年明けましておめでとうございます。 

皆様方にはお健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は公民館

の運営に深いご理解とご協力を頂きましたことに心より感謝を申し上げます。 

令和２年1月に国内で初めて確認された新型コロナウイルス感染症は、昨年も第６波、第７

波と猛威を振るい、11月からは第８波に入りましたが、その一方で、基本的感染防止対策を

継続しつつ従来の社会活動や経済活動の回復・両立を目指す「ウィズコロナ」という新しい

生活様式が始まりました。 

芳養公民館でも感染症対策を講じながら、成人式や秋の作品展、グラウンドゴルフ大会や

卓球大会、学社融合推進事業等を開催し、また各種サークル活動も行われました。まだまだ

コロナ禍以前の状態には戻っていませんが、今後もウィズコロナの中での公民館活動につい

て、できることから取り組んでいきたいと考えておりますので、皆様方のなお一層のご協力

とご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 今年の干支の卯(うさぎ)は「飛躍・向上」を意味すると言われています。新しい年が皆様方

にとりまして飛躍・向上の年になり、より良き一年になりますよう祈念いたしまして新年の

ご挨拶とさせていただきます。 

                    令和５年 元旦 

                            公民館長   小川  鏡 

                            協力委員長  山本とし子 

■日 程 令和５年１月29日（日） 

     ○受  付  ８時～８時30分 

    ○競技開始  ９時 

■会 場 田辺スポーツパーク 

■申 込  

 令和５年１月11日（水）までに、所定の参加申込

書に必要事項を記入の上、スポーツ振興課へ直接お持

ちいただくか、郵送・FAX・メールでお申し込みくだ

さい。田辺市スポーツ振興課ホームページからもお申

し込みいただけます。申込みに必要な書類一式、コー

ス図はスポーツ振興課又は各教育事務所の窓口で配布

しているほか、ホームページからも取得できます。 

■問合せ  

 田辺市教育委員会スポーツ振興課 

 田辺スポーツパーク管理事務所 

 TEL:0739（25）2531 FAX:0739（25）0387 

mail:sports@city.tanabe.lg.jp 
HP: https://www.city.tanabe.lg.jp/sports/shimin-ekiden.html 

日程 テーマ 場所 講師 

２月５日(日) 

10:00～11:30 

乳幼児期の 

子どもへの関わり 

市民総合センター 

２階「交流ホール」 

助産師 

大平 昌子
しょうこ

 氏 

３月５日(日) 

10:00～11:30 

心をほっこりさせる 

絵本の読み聞かせ 
万呂コミュニティセ

ンター「大集会室」 
元図書館員 

 仲 道子 氏 

白熱！卓球大会を開催しました！ ★出張スマホ教室★ 

 田辺市（情報政策課）とドコモショップ田辺店との

協働事業として、出張スマホ教室が開催されます。 

 基本的な使い方を知りたい方、もっと便利な使い方

を知りたい方におすすめの内容となっていますので、

ぜひこの機会にお申し込みください。 

■開催日 ①1月18日（水）10時～11時 

     ②1月31日（火）10時～11時 

■会 場 芳養公民館 大集会室 

■定 員 15名ずつ 

 ※事前予約制となっています。 

■申込先 ドコモショップ田辺店 

     〒646-0026田辺市宝来町15-20 

     ℡ 0120-857-201  

参加費無料 

 昨年11月25日（金）の午後７時から、田辺市体育

センターにて、卓球大会を開催しました。 

 当日は男性５チーム、女性４チームの計27名の皆

さんにご参加いただきました。白熱した試合ばかり

で大変盛り上がり、卓球大会を通じて、交流を深める

ことができたのではないでしょうか。大会の結果は

次のとおりです。 

【男性チーム】     【女性チーム】 

 優 勝：大坊      優 勝：芳養明洋Ａ 

 準優勝：ぐっちゃんず  準優勝：ひまわり 

 ３ 位：芳養明洋    ３ 位：芳養明洋Ｂ 



芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 

清く 高く のびのびと １月号 

～子どもの姿に成長が見える学校をめざして～ 

明けましておめでとうございます 

 ２０２３年がスタートしました。昨年の漢字は「戦」でした。世界

で起こっている戦いが終わり、平和で幸せな日々が早く訪れるように

と願います。今年は、兎年です。ウサギのように可愛らしく、大きく

飛躍する年にしたいですね。 

大きなステージに立って～郡市音楽会～ 

 紀南文化会館で開催される郡市音楽会は、コロナが流行する前年も

県大会の関係で無かったので４年ぶりの開催となりました。４年生以

下は初めての大きな舞台での発表でした。 

 ５・６年生も前回出演したときはまだ低学年だったので、上級生に

支えてもらっての演奏でしたが、今回は下学年を引っ張っていく立場

でした。学習発表会で披露した「ふるさと」（斉唱）と「アンダー・

ザ・シー」（合奏）を発表しました。 

 大きな拍手とともに、他校の先生からも「上手

だった。」とお褒めの言葉をいただきました。コ

ロナまん延予防のため保護者の皆様に見ていただ

くことができずに残念でした。楽器の運搬をして

くださった育友会役員の皆様、ありがとうございました。 

校内持久走大会を行いま

した。２１名全員が無事走

りきることができました。

大勢の人の応援のお陰でい

い記録が出た子もいまし

た。また、

大会新記録

も更新され

ました。 

校内持久走大会 

 １２月２日（金）、山﨑智美さん

が「いちにちだじゃれ」を、松上京

子さんが「まどからのおくりもの」

を読んでくださり、大

喜びでした。 

 子どもたちに読み聞

かせをしていただける

方、大募集中です。学

校の方までご連絡くだ

さい。 

保護者・地域の方による読み聞かせ 

 龍神在住の千葉浩志先生に教えて

いただきました。子どもたちは準備

してくださったたくさんの自然素材

の中から思い思い

にリースや木の人

形（キノピオ）を

作りました。 

自然素材を使って 

 ～リースとキノピオ（木の人形）づくり～ 

 子どもクラブ主催のバス

ピン大会に４年生以上の児

童が出場しました。大会出

場にあたり、育友会、子ど

もクラブの役員のみなさん

が、練習に参

加したり送迎

をしたりして

くれました。 

バスピン大会 

Ｉ ａｌｗａｙｓ ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｍｙｓｅｌｆ. 

ぼくはいつも自分自身に挑戦する 

１月号 

 今年も、保護者、地域の皆様には本校の教育活動に様々な形でご支

援、ご協力をいただきまして、本当にありがとうございました。 

 １月１０日の始業式には、笑顔の子どもたちに会えることを楽しみ

にしています。どうぞご家族で良いお年をお迎えください。 

                    芳養小学校 職員一同 

 夏から秋、そして冬へと３つの季節をまたいだ２学期は、子どもたちの

成長をたくさん感じることができました。子どもたち一人ひとりには、頑

張ったことやできるようになったことがたくさんあります。 

 保護者の皆様には２学期を振り返りながら、また、今年一年を振り返り

ながら、お子さんの成長について語り合っていただければと思います。成

長したところはほめ、一緒に喜び、もう少しのところは励ましてあげてく

ださい。たとえ小さな良さであっても、ほめて認めてあげることで、きっ

とお子さんの「自信」につながっていくことと思います。「自信」は次の

意欲に、そしてさらなる力の発揮につながります。 

 さて、表題の「ぼくはいつも自分自身に挑戦する」は、ハリウッドを代

表するトップスター、トム・クルーズの口癖で、映画字幕翻訳家の戸田奈

津子さんの「心に響く言葉」としてＰＨＰ１月号に掲載されていました。

危険なアクション場面に替え玉を使わず、常に自らの命をかけるスーパー

スターのようにまではいかなくても、学校での子どもたちは日々、自分自

身への挑戦の連続です。そんな中で、この時季に子どもたちが夢中になる

挑戦の１つに「縄跳び」があります。 

 練習することでできなかった技ができるようになったり、跳ぶ回数が増

えたりと、子どもたちにとって自らの伸びを実感でき、達成感を味わうこ

とができる運動です。自分のペースやレベルで練習しながら上達していけ

るので、子どもたちはとても楽

しそうです。 

 冬休みは、縄跳びに限らず、

子どもたちが興味を持ったこ

とや頑張ろうとしていること

をぜひ応援してあげてくださ

い。そして、夢や願いを持って

新年を迎えられるよう、おうち

での対話を増やしていただけ

ればと思います。 

「自主・自律・連帯」１月号 

～あけましておめでとうございます～ 

地域・保護者の皆さま、新年あけましておめでとうございます。皆さま

方におかれましては、すこやかに新春をお迎えのことと存じます。また旧

年中は本校教育の充実にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございまし

た。本年も変わらぬご支援のほうよろしくお願いいたします。 

◇文化発表会大成功！ 

 １１月２３日（水）、本校で文化発表会を実施いたしました。小体育館

では美術や技術、国語の作品、また、文化部や基本学級の作品などを展示

しました。体育館では、弁論発表や情報標語コンクールの表彰、１年生の

合唱発表、２年生の学習発表、３年生の「劇団ＭＥＩＹＯ」の演劇、ビッ

クアート作品展示などを行い、どの発表も素晴らしい内容でした。特に演

劇では、観ている生徒の皆さんや保護者の方々に感動を与えました。  

 〇 弁論発表 

   「平和とは何か」     １年代表 福田 莉々 

   「時間は有限だから」   ２年代表 関口 結和 

   「３年間のバスケ」    ３年代表 並木 宥磨 

   「ぼくが興味を持ったこと」基本代表 鳥居塚智尋 

〇 情報標語コンクール 

＊最優秀賞  ２年３組 谷口 統哉 

          「携帯の 便利と危険は 紙一重」  

   ＊優秀賞   １年１組 堀本 十座 

          「書きこみは 消したところで 意味はない」 

   ＊優秀賞   ３年１組 中道 奏 

          「そこの君 ネット依存だぞ 目を覚ませ」 

 〇 １年生 合唱発表 「Let’s Search For Tomorrow」「ありがとう」 

 〇 ２年生 学習発表 「キャリア学習」 

 〇 ３年生 演劇発表 「手のひらの声たち」 

◇勧められても断る勇気！ 
 １２月１２日（月）、田辺青少年センターの方に講師に来ていただき、
２年生は「酒・たばこ防止教室」、３年生は「薬物乱用防止教室」を実施
しました。 
 どちらも自分たちの体にどれだけ悪影響を及ぼすかについて学習しまし
た。今後の生活の中で、もし勧められることがあっても断る勇気を持つよ
うにしてほしいと思います。 
 

◇ダンス授業を行いました 
 １２月１２日（月）～１６日（金）、体育でプロダ

ンサーのＡＩさんとＴＯＭＯＥさんに来ていただき、

ダンス授業を行いました。振り付けは本格的で難しい

ところもありましたが、みんな生き生きとした表情で

とても楽しそうに踊っていました。  


