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３月の古紙回収予定日【第１火曜日】  ７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年度から９年度までの５年間で、芳養公民館の活動指針

となる「第２次芳養地域生涯学習計画（後期計画）」の策定会議を

開催し、３点の重点アクションプランを中心として取り組んでい

くこととなりました。 

 重点アクションプランの概要は次のとおりです。皆様のご協力

をよろしくお願いいたします。 
 

①交流の促進 

 事 業：体育事業・文化事業の開催 

 目 的：地域間・世代間交流の促進 

 効 果：地域や世代を超えて交流を図ることにより、つながりを強めることができる。 

    ：健康増進意識や学習意欲の向上につながる。 

②学社融合の推進 

 事 業：芳養ふれあい教室ほか学社融合推進事業の実施 

 目 的：学校と地域とのつながりを深める。 

 効 果：地域の方と子どもたちが関わり、子どもたちが地域を知るきっかけになる。  

    ：地域の方が学校に関心を持つようになり、生きがいにつながる。  

③学習会等の開催 

 事 業：人権や防災に関する学習会のほか各種学習会等の開催 

 目 的：人権意識や防災意識の向上、地域住民の学習ニーズへの対応 

 効 果：人権意識や防災意識を高める。 

    ：教育、環境、情報、交通、少子高齢化等の分野において、地域のニーズに合った学習会等を 

     開催することにより、住民の学習意欲を高める。  

３月の第３火曜日の２１日は、祝日により回収はありませんので、出さないようにお願いします。 

 １月26日（木）の午後７時から、田辺市体育センターにて、

ファミリーバドミントン大会を開催しました。 

 当日は７チームの計21名の皆さんにご参加いただきまし

た。試合中も皆さんの楽しそうな笑い声がいっぱいで、大変

盛り上がりました。大会の結果は次のとおりです。 

 ★優 勝：芳養明洋B 

  準優勝：大坊 

  ３ 位：団栗 

 芳養公民館では、次のとおり人権学習会を開催します。ＤＶＤ鑑賞後に、意見交換等を行いますので、 

皆様のご参加をお待ちしております。  

 

【日 時】 令和５年３月15日（水） 午後７時～８時（予定）  

【場 所】 芳養公民館 大集会室  

【内 容】（１）ＤＶＤ鑑賞「話せてよかった」（約30分） 

       （２）意見交換等（約30分） 

          コーディネーター：松上京子さん 

 お問合せは、芳養公民館（0739-22-1429）まで 

 芳養小学校では、家庭科の

「ミシンの使い方」の時間

に、地域の方３名にサポート

していただきました。 

 最初は緊張していた子ども

たちでしたが、地域の方々に

教えてもらいながら、だんだ

んと楽しそうにミシンの作業

に取り組んでいました。 

 ２月16日（木）の午後７時から、田辺市体育センターにて、

ソフトバレーボール大会を開催しました。 

 当日は男性６チーム、女性４チームの計40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ま

した。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：芳養明洋Ａ ★優 勝：松原 

  準優勝：ラッキー   準優勝：芳養明洋Ｂ 

  ３ 位：大坊     ３ 位：ジョイハグリー 

 芳養川農業集落排水処理

施設公園（中芳養）の木製

複合遊具について、老朽化

などにより危険な状態であ

ることが判明したため、現

在、使用禁止となっております。 

 なお、令和５年３月中を目途に遊具を撤去い

たします。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

        【田辺市環境課生活排水係】 



芳 養 小 学 校 大 坊 小 学 校 明 洋 中 学 校 

いよいよ１５０周年 

 令和５年度、芳養小学校は創立150周年を迎えます。 

 本校の創立は、明治６年（1873年）４月１５日で、善徳寺境内に「稲

生（いのう）小学校」として開校されました。 

 芳養小学校では、昭和48年に田辺市でトップをきって創立100周年の

記念事業が盛大に行われました。当時小学生だった皆さんは、ちょうど私

と同じ年代。「100周年で学校や地域が盛り上がっていたなあ。」となん

となく記憶に残っているのではないでしょうか。学校に残された資料か

ら、100周年記念事業の運営に携わっていただいた方々や当時の保護者、

地域の皆さんの熱意やバイタリティーを感じながら、150周年をどのよう

に迎えようかと思案してきました。実行委員会を立ち上げ準備を進めてい

ますが、委員の皆さんの活発な意見に活力をいただいています。 

 100周年の時よりも、だいぶコンパクトな取り組みになると思います

が、150周年の事業が芳養小学校の更なる発展と地域の活性化の一端を担

うことができるように、また、在籍している子どもたちや保護者、地域の

皆様、これまでの卒業生、教職員、本校にかかわってくださったすべての

皆様にとって、芳養小学校がより一層の誇りとなるようにと願いながら、

精一杯取り組んで参ります。ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いいた

します。 

 なお、メインとなる式典等は11月に行う予定ですが、オープニングを飾

る事業として、「新タイムカプセルオープン式典」を令和５年４月１５日

（土）に行います。 

    新タイムカプセル（2000年埋設）オープン式典 

  日時：令和５年４月１５日（土）13：00～受付 

  場所：芳養小学校体育館 

  対象：新タイムカプセル埋設にかかわった皆様 

   （当時の在籍児童とその家族、教職員など） 

   ＊昭和６２年４月２日～平成６年４月１日生まれの卒業生の皆さんの 

    作品等が眠っています。 

 タイムカプセルの掘り起こしは、式典までに済ませておきます。 

 当日は懐かしい思い出の品々を囲んで語らい、思い出話に花を咲かせて

ください。 

 恐縮ながら、お一人おひとりにご案

内を差し上げることができませんの

で、お知り合いで対象の方がいらっ

しゃいましたら、お声がけいただける

と幸いです。 

 詳しくは、次号でお知らせします。 

「自主・自律・連帯」３月号 

     ～それぞれの夢に向かって～ 

校庭の木々の芽のふくらみにも、春の訪れが感じられる季節となりま

した。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。 

 さて、３月に入り、中学校では卒業の時を迎えました。今年の卒業生は

７５人です。それぞれが自分の夢に向かって力強く歩んでいってほしいと

思います。  

◇令和４年度学校アンケートを実施しました 

明洋中学校では、毎年保護者の方々を対象に学校アンケートを実施して

います。本年度は１７５人、全体の７１．０％の方々に回答いただきまし

た。いただいたご意見をこれからの教育活動に生していきたいと思いま

す。一部抜粋して紹介します。 
A よくあてはまる    B ややあてはまる  

C あまりあてはまらない D まったくあてはまらない 

E わからない                                           （％） 

項 目 A B C D E 

「自主・自律・連帯」の校訓を生かした教育活動
を行っている 40 49 2 0 9 

教員は、楽しくわかりやすい授業している 32 46 7 2 13 

学校は、いじめや暴力等の防止に努めている 41 46 3 2 8 

学校は地震などの避難体制を整え、安全教育に努
めている 45 45 3 0 7 

子どもの家庭での学習時間は十分である 19 37 27 15 2 

学校のコロナウイルス対応はほぼ満足できる 48 42 3 2 5 

◇ブラスバンド部 和歌山県ソロコンテスト 

２月１２日（日）和歌山市内おいて、和歌山県ソロコンテストがあり、

２年生の木村心優歩さんがみごと金賞に輝きました。また、２月２５日に

大阪府堺市である関西大会に出場します。県大会は中学生の部に７９名が

出場しましたが、関西大会の出場権を得たのは紀南地方では、木村さん一

人という結果でした。 

〇金賞 木村心優歩（きむら みゆほ）【２年】 楽器：フルート  

◇第７４回卒業証書授与式 

３月７日（火）、本校体育館にて、第７４回卒業証書授与式を行いま

す。今年度は次のような形で行います。 

○来賓は市長、田辺市教育委員会、本校育友会長のみ 

○保護者の出席は、人数制限はなし 

○在校生の出席は、２年生の代表のみ 

○歌唱は、国歌・校歌は静聴、卒業の歌はマスク着用 

○卒業証書授与は、各クラス男女代表１名ずつ 

○マスクの着用について 

 ・生徒及び教職員については、マスクを外すことを基本としますが、

マスクの着脱については、個人の判断とします。 

  ・保護者については、マスク着用のご協力をお願いします。  

清く 高く のびのびと ３月号 

～子どもの姿に成長が見える学校をめざして～ 

あっという間にもう３月! 
 毎年、３学期は特に時間が経つのが早いような気がします。今年の２

月は、いろんな行事が多くあっという間に過ぎてしまいました。六年生

が「もうあとちょっとや。」と中学生になることを楽しみにしつつ、小

学校生活を惜しんでくれているようです。「僕、卒業式で泣くと思いま

す。」という言葉に、今から職員一同、ウルウルきています。素敵な卒

業式・修了式を迎えられるよう、みんなで力を合わせて頑張っていきた

いです。  

命の授業～田中知恵助産師さんの授業より～ 

 １～４年生は「おへそのヒミツ」について、５・６年生は「命の誕生」

について授業を受けました。田中助産師さんがいろいろな教材・教具を

使ってわかりやすくお話ししてくれたので、理解しやすくとてもいい勉

強ができました。  

○赤ちゃんがしきゅうというおへやにいるとはじめて

しりました。赤ちゃんがしきゅうの中でようすいを

のんで、おしっこをしてのくりかえをしているとわ

かりました。           （１年生） 

○自分がどうやって生まれてきたのか分かっていな

かったので、とても勉強になりました。お母さんに

私を生んでくれたことに毎日感謝をしたいです。そ

れに、命は一つしかないので大切にしたいです。                      

                  （５年生） 

福祉学習 

 ３･４年生は、坂井伊津美さんと盲導犬ルーフ君に来校いただきまし

た。主に子どもたちの質問に答える形で、日

常生活での気をつけていることやヘルパーさ

んに手伝ってもらっていること、困ることな

ど教えていただきました。 

 ５･６年生は、地域包括支援センターよりお

二人に来校いただき、認知症について学習し

ました。 

○坂井さんは、相手がどの方向を

見てしゃべったのか、空気の流れ

で分かるとおっしゃっていたのが

おどろきでした。人同士の助け合

いだけでなく、耳や手の感触な

ど、体の中でも助け合っているの

だなと感動しました。もし、どこ

かで困っている人がいたら、「お

手伝いしましょうか。」と声をか

けたいです。   （４年生）  

○８５才以上の人のうち４人に１

人は認知症だと聞いて、めずらし

い病気ではないのだと思いまし

た。まわりの対応の仕方によって

症状の進行に違いが出るというこ

とにもおどろきました。悪化させ

ることがないように、やさしく対

応していけるようにしたいと思い

ました。     （５年生） 


