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２月の古紙回収予定日【第１・第３ 火曜日】 

７日（火） ・２１ 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。               

令和５年度 市民税・県民税の申告について 

 市民税・県民税の申告が始まります。申告期間は、2月16日（木）～3月15日（水）（土、日、祝を除

く。）です。税務課では、以下の日程で休日申告受付及び出張申告受付を開催いたします。なお、マイナン

バー（個人番号）の記載と、番号確認及び本人確認書類が必要ですのでご留意ください。 
 

■申告時に必要なもの 

 ①申告書（自宅に送付されていない方は、申告会場に用意してあります。） 

 ②源泉徴収票（ない場合は、給与明細など収入の内容が分かるもの） 

 ③生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社から発行された証明書） 

 ④社会保険料の確認書・領収書等（国民年金は日本年金機構が発行した証明書等） 

 ⑤医療費控除の明細書（医療費通知により、明細の記載を省略する場合には、医療費通知の原本の添付が 

  必要です。） 

 ⑥配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入の分かるもの 

 ⑦営業などの事業所得や不動産所得の申告をする人は、収入・経費の明細書 

 ⑧マイナンバーと本人確認ができる書類 

 番号確認書類 本人確認書類 

マイナンバーカード 

（個人番号カード） 
マイナンバーカード（裏面） マイナンバーカード（表面） 

マイナンバーカード 

（個人番号カード） 

がない場合 

以下のうち１点 

●通知カード 

●住民票の写し（マイナンバーの

記載があるもの） 

●住民票記載事項証明書（マイナ

ンバーの記載があるもの） 

顔写真付のものは以下のうち１点 

●運転免許証、パスポート等 

 

顔写真付でないものは以下のうち２点 

●公的医療保険の被保険者証、年金手帳、国税・地

方税・社会保険料・公共料金の領収書等 

芳養地区二十歳を祝う式典が開催されました  

 令和５年１月８日（日）に芳養大神社で、芳養地区二十歳を祝

う式典が開催されました。 

 今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた上で

の開催となりました。 

 参加された二十歳の皆様は、久しぶりに出会う友人との再会を

ご家族の皆様とともに喜び合っていました。 

 また、写真撮影の前に、地域の方々が振袖をきれいに直してあ

げている光景はとても印象的で、二十歳の皆様にとって、心に残

る式典になったのではないでしょうか。 

 二十歳の皆様、本当におめでとうございました。 

ソフトバレーボール大会を開催します！ 

【日  時】２月16日（木）  

      ・受 付：午後７時00分～ ・開会式：午後７時15分～  

      ＊練習日は、２月13日（月）午後７時00分～  

【場  所】田辺市体育センター（大屋体育館）  

【 】①１チーム４名とする。（２名補欠登録可）  

       ＊原則として地区単位で編成。 

      ②学生不可。  

      ③男子の部に女子の出場は可。ただし、女子の部に重複して参加はできません。   

【参加申込】２月10日（金）までに芳養公民館までお申込みください。  

      ※参加申込書は芳養公民館にあります。 

【お問合せ】芳養公民館 （電話：0739-22-1429）   

 ⑨代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバーが確認できる書類（写しでも可）・代理人の 

  本人確認書類・委任状が必要となります。 
 

 【休日受付日程】 

 
  

     

 【出張受付日程】 

 

 
 

  【お問合せ】税務課市民税係 （電話：0739-26-9920） 

受付日 受付時間 受付会場 

３月２日（木） 9:30～12:00 芳養公民館 

受付日 受付時間 受付会場 

2月18日（土） 9:00～15:00 田辺市役所 税務課 

 田辺市女性会は、「女性の地位の向上、並びに社会福祉の増進等、住みよいまちづくりに貢献すること」を
目的に活動をしています。 

＜令和４年度の主な活動＞ 

・田辺支部研修会「美術・食を味わう守山・近江八幡巡り」 

・女性会連絡協議会交流・研修会in田辺「盛平・弁慶を訪ねて」 

・暴力追放パレード参加 

・生涯学習フェスティバル 

 「親子ハーバリウムづくり体験」 

・赤い羽根街頭募金活動 

・交流スポーツ講座「囲碁ボール」 

・研修講座「スマホ講座」 

・交通安全街頭啓発 

・そのほか 福祉行事に参加 

年齢に関係なく、 

入会できます。 

会費は年間1,000円。 

入会申込は、 

田辺市教育委員会 

生涯学習課 

 電話：26-4925  

 担当：中家 まで 【連協交流・研修会】 
（芳養津波避難タワー） 

【田辺支部研修会】 
（滋賀県 佐川美術館） 



芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 
２月号 

清く 高く のびのびと ２月号 

～子どもの姿に成長が見える学校をめざして～ 

まとめの学期です 

１月１０日に全員揃って無事３学期がスタートしたと思ったら、も

う２月です。３学期は５０日余りの短い学期です。進学や進級に向け

て、それぞれの学年のまとめをしっかりしていきたいです。 

今年の目標～絵馬に託して～ 

 二学期の終業式に、「少し高い目標を考えてくること」を宿題とし

て出しました。絵馬に書いた目標を読んでいると、一人ひとりが今頑

張りたいことがよく表れています。目標にとどく一年にしましょう。 

 

 目標 ～一部抜粋～ 

・一りん車のかた足アイドリングをがんばる。(１年生) 

・みんなとなかよくする一年にしたいです。（２年生） 

・人の話を聞く。（３年生) 

・今年はみんなのことを思いやれるようになり 

 たいです。（４年生） 

・しっかり勉強して気持ちよく６年生をむかえ  

 られるようがんばりたいです。（５年生） 

・中学校で勉強をがんばりたいです。 

 そのために復習をしっかりします。(６年生) 

・年末までに５Kｇいやいや７Kｇ痩せる！ 

 がんばるぞ。（職員）  

書き初め会～濵本先生にご指導いただきました～ 

 大坊小学校の児童は、例年書き初め会に向け

て、冬休み前と清書前の２回、大坊出身の濵本

先生にご指導を受けています。線の濃さや、字

形、文字の中心を揃えることなど、一人ひとり

に的確な指導をしてくださっています。 

 子どもたちの書いた作品を見た来校者が、

「みんな上手ですね。」と褒めてくださいました。  

凡事徹底とは～当たり前を当たり前にできるように～ 

 私は、水泳の池江璃花子選手が白血病になったとニュースが流れた

とき、今のようなプールで競技する姿を思い描けませんでした。数年

前、身近な人が同じ病にかかり、後遺症に苦しんでいたからです。池

江選手の精神力の強さはどこからくるのだろう、どのような家庭で教

育されてきたのだろうと思っていたところ、先日「池江式 魔法の言

葉」（ＰＨＰ）という本を見つけ読んでみました。特別なことではな

く、当たり前の教育をされていました。でも、この当たり前をやりき

ることが難しいのではないでしょうか。  

「自主・自律・連帯」２月号 
～ 光陰矢のごとし ～ 

 向春の候、地域・保護者の皆さま方におかれましてはますますご健勝のこと

とお喜び申し上げます。 

 中学校では１月１０日から３学期が始まりました。３学期は一番短い学期で

す。「光陰矢のごとし」という言葉があるように、本当にあっという間に時間

は過ぎてしまします。また違う言い方で「一月往ぬる二月逃げる三月去る」

とも言います。時間を大切にして学年の総仕上げを行っていきたいと思いま

す。特に３年生にとっては中学校最後の学期であり、これまでの努力の成果が

実る学期です。高校入試も目前ですが、焦らず着実に学習に取り組んでほしい

と思います。  

◇みごと金賞！ 田辺西牟婁地区アンサンブルコンテスト 

昨年１２月２６日（月）、紀南文化会館にて、田辺西牟婁地区アンサン

ブルコンテストが行われました。本校ブラスバンド部が出場し、素晴らし

い演奏を披露しました。主な結果は次の通りです。 

〇管楽七重奏（金賞） 

  沖見 涼 坂本 有優 山根 楓 木村 心優歩 

  鳥井 大聖 石田 織保 鈴木 理琉  

〇打楽器四重奏（金賞） 

   小森 ひより 坂本 果楓 井上 那海 福田 莉々  

◇男子テニス部近畿大会出場 

 昨年１２月２７日（火）滋賀県長浜市において、近畿中学校ソフトテニ

ス大会が行われました。本校男子テニス部が団体と個人１ペアで出場しま

した。男子テニス部は２年連続の出場となりますが、昨年は前日から大雪

で残念ながら大会は中止になってしまいました。今年は天候もよく予定通

り大会が行われました。結果は団体・個人ともに１回戦敗退でしたが、次

へのステップとなるよい経験ができました。生徒にとっても満足のいく大

会となりました。  

◇田辺西牟婁中学校駅伝大会 

昨年１２月２４日（土）、上富田町市ノ瀬小学校を本部会場として、田
辺西牟婁中学校駅伝大会が行われました。本校の代表選手が駅伝の部とマ
ラソンの部に出場し、それぞれ大健闘しました。駅伝メンバーと結果は次
の通りです。 

〇女子駅伝の部 ５位 

１区 谷口 莉子（２年） 

２区 下浦 陽莉（２年） 

３区 石塚 里虹（１年） 

４区 前山 果歩（２年）区間２位 

 ５区 岩渕 桃果（３年）  

〇男子駅伝の部 ４位 

１区 橋本善太朗（３年） 
２区 中道  奏（３年） 
３区 辻  俊作（３年）区間３位 
４区 矢口 泰士（２年） 
５区 大津  仁（３年） 
６区 垣本 柊哉（３年）区間２位 

耐雪梅花麗 

 「雪に耐えて梅花麗し」と詠むこの漢文は、幕末の志士、西郷隆盛がア

メリカに留学する甥（おい）の市来政直（いちき なおまさ）に贈った漢

詩の一部です。梅の花は冬の厳しい寒さに耐えた後に、美しい花を咲か

せ、かぐわしい香りを放つという意味で、人生例えると、人間は苦難や試

練に耐え、それを乗り越えた時に大きく成長できると解釈されています。

甥っ子に向けて、困難に負けるなと背中を押した言葉です。 

 この言葉は、元プロ野球選手の黒田博樹投手が座右の銘にしていたこ

とで有名になりました。黒田投手は、高校の授業でこの言葉に感銘を受け

て以来、座右の銘としたそうです。実は、黒田選手は野球の名門上宮高校

の控え投手で、公式戦で一球も投げられずにいました。しかし、大学進学

後頭角を表し、卒業後は広島カープにドラフト２位で入団し、努力を続け

ることでエースへと昇格していきます。その後アメリカに渡り、メジャー

リーグのドジャースやヤンキースで活躍。再びカープに復帰すると、現役

最後の2016年に日米通算２００勝を達成しました。そして，その年カー

プの２５年ぶりのリーグ優勝に貢献し有終の美を飾りました。黒田投手

は、寒さに耐え忍んで素朴に咲く梅の花にようにこの言葉とともに生き、

日本中を感動させました。 

 さて、この冬一番の強い寒気の影響で、１月２５日の朝は雪景色となり

ました。車の運転が不安な私は、この日は歩いて出勤しました。朝早かっ

たので、新雪の道をサクサクと順調に歩いていたのですが、途中から長靴

の裏に雪が固まり、滑りやすい状態になりました。道中一度転倒しながら

も、まさに「耐雪梅花麗」だなあと思いながら、１時間４０分ほどで芳養

小学校に到着しました。 

 この日は、いつもと違う出勤コースだったので、普段とは違う子どもた

ちの登校風景に出会うことができました。子どもの安全を見守りながら、

途中まで子どもと一緒に歩くお母さん、家の前で子どもが見えなくなる

まで見送るお母さん、きっといろんな所でこういう朝のひとコマがあっ

たのだろうと想像できます。 

 とても寒い一日でした

が、雪景色に心躍らせ、子

ど も た ち は み ん な 元 気

いっぱいでした。「楽雪梅

花麗」の子どもたちです

が、これからあちらこちら

で咲き始める梅の花を見

ながら、西郷隆盛の言葉を

思い出してほしいなと思

います。 


