
日 曜日 公民館・スポーツ 健康･イベント･その他 日 曜日 公民館・スポーツ 健康･イベント･その他

1 土 図書休室日 保育園入園式 17 月

2 日 図書休室日 18 火

介護予防教室

　 9:30～白寿荘

フリースペースあずまや

　10:00～11:30きずな館

3 月 19 水 健康相談（要申込4月13日まで）

4 火

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

フリースペースあずまや

　10:00～11:30龍神保健センター

20 木

グラウンドゴルフ教室(龍神Ｓ

Ｃ)

　13:30～龍神広場

ふれあいサロンほて

　11:30～芝北野会館

5 水

グラウンドゴルフ教室(龍神Ｓ

Ｃ)

　13:30～龍神広場

21 金

書道教室（B）

　18:45～龍神市民センター

6 木 22 土

ふれあいスクール

　9:30～龍神市民センター

7 金

移動図書館「べんけい号」巡回

書道教室開講式（B）

　18:45～龍神市民センター

23 日

田辺市長選挙及び

　　　　田辺市議会議員一般選挙

8 土 24 月

9 日 25 火 移動図書館「やまびこ号」巡回

フリースペースあずまや

　10:00～11:30龍の里

子育てサロン

　13:30～15:00龍神保健センター

10 月 小・中学校入学式 26 水

グラウンドゴルフ教室(龍神Ｓ

Ｃ)

　13:30～龍神広場

11 火 明るい笑顔街いっぱい運動

フリースペースあずまや（愛あい）

　10:00～11:30龍の里

27 木 障害者相談（要申込4月20日まで）

12 水 28 金

書道教室（A）

　18:45～龍神市民センター

13 木

グラウンドゴルフ教室(龍神Ｓ

Ｃ)

　13:30～龍神広場

介護予防教室

　 9:30～小家会館

介護予防教室

　13:30～下柳瀬集会所

29 土 図書休室日 昭和の日

14 金

書道教室開講式（A）

　18:45～龍神市民センター

30 日 図書休室日

15 土

ふれあいスクール

　9:30～龍神市民センター

図書休室日

16 日 図書休室日

平成29年4月　行事予定平成29年4月　行事予定平成29年4月　行事予定平成29年4月　行事予定

○陸上教室（龍神SC）毎週（月・金）　第１・３（水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00～龍神中学校グラウンド

龍神公民館だより 

平成２９年４月号 

（第３９４号）  

編集 龍神公民館・龍神教育事務所 

  ＴＥＬ ７８－０３０１  ＦＡＸ ７８－０８９６ 

 小川博・濵窄忠人・小杉公俊・町田里子・山崎いつ稀 

————みんなで守ろう、子どもの安全みんなで守ろう、子どもの安全みんなで守ろう、子どもの安全みんなで守ろう、子どもの安全————    

明るい笑顔街いっぱい運動明るい笑顔街いっぱい運動明るい笑顔街いっぱい運動明るい笑顔街いっぱい運動    

４月１２日（水４月１２日（水４月１２日（水４月１２日（水））））    

龍神地域 人口世帯数（平成2９年2月末現在） 

総人口3,379人 

（男1,572 女1,807） 

 1,630世帯 

 

. 

 龍神教育事務所では、平成２９年３月末で寒川一平さんが退職され、４月１日付けで次のとおり人事異動が

ありましたのでお知らせします。 

 「退職」龍神教育事務所 所長 寒川 一平 

 「着任」龍神教育事務所 所長 小川 博 

 

新たな体制で４月からスタートします。よろしくお願い申し上げます。 

 ○所長    小川 博      ○事務担当  山崎 いつ稀 

 ○主任    濵窄 忠人     ○学校用務員 吉本 哲夫 

 ○主査    小杉 公俊     ○管理人   小川 公章 

 ○図書担当  町田 里子     ○ＡＬＴ   Ｗｏｏｄ Ｓｍｉｔｈ（ウッドスミス） 

 

 

 

３月１１日（土）龍神市民センターで、田辺市青少

年育成市民会議龍神地区協議会と龍神公民館との共催

で「チャレンジランキング子どもまつり」と「映画鑑

賞会」を開催しました。村内外から約７０人の参加者

が集まり、「豆つまみ皿うつし」や「空き缶積み」な

ど、全８種目に挑戦しました。子ども達は難しい種目

に苦戦しながらも楽しそうにがんばっていました。チ

ャレンジランキング終了後の「駄菓子コーナー」は大

人気で、長蛇の列ができていました。今年の映画鑑賞

会では「ペット」を上映し、子どもから大人まで楽し

く鑑賞していました。各種目のチャンピオンは次のと

おりです。（敬称略）                   チャンピオンの皆さん（小学生の部） 

種   目 小学生の部 一般の部 

ジャンケンカード １２枚 西川 怜 咲楽小学校 １１枚 山地 亜央斗 柳瀬保育園 

空き缶積み ９個 寒川 幸音 上山路小学校 ８個 龍田 裕子 一般 

輪ゴムとばし ７ｍ７０cm 小杉 奏音 咲楽小学校 ７ｍ８４cm 龍田 裕子 一般 

洗面器お手玉投げ １００点 西山 緋世莉 咲楽小学校 １４０点 宮本 愛璃 柳瀬保育園 

豆つまみ皿うつし ３７個 寒川 夕鶴羽 上山路小学校 １９個 龍田 裕子 一般 

紙ちぎりのばし １ｍ２７cm 北田 花菜 上山路小学校 １ｍ１２.５cm 龍田 裕子 一般 

片足立ち ２分５７秒 深瀬 太吾 中山路小学校 １分１１秒 熊谷 崇 龍神分校 

サイコロ「１」出し ２０個 久保 花梨 上山路小学校 １４個 

千葉 果歩 

熊谷 崇 

龍神分校 



 

 

龍神教育事務所では、学校給食調理員（非常勤）を募集します。詳しいお問い合わせは、龍神教育事務所ま

でお問い合わせください。 

《募集人数》 １名 

《勤務学校》 龍神中学校 

 《雇用期間》 平成２９年４月１７日～平成２９年９月３０日 

        ※期間満了後の再雇用は可能です。ただし、６５歳を超えての雇用はありません。 

 《雇用条件》 ①勤務日  毎週月・火・水の３日間（場合によっては変更あり） 

        ②勤務時間 ８時１５分～１２時１５分（状況により時間外勤務あり） 

        ③賃 金  ３，２４０円 

        ④時間外手当（１時間） ８１０円 

        ⑤源泉徴収 所得税が引かれます 

 《採用方法》 面接試験（面接日時 ４月１２日（水）午前１０時～） 

 《提出書類》 履歴書（写真を添付してください） 

 《募集期間》 平成２９年４月３日（月）～４月１１日（火）【必着】 

 《お問合先》 龍神教育事務所 電話：７８－０３０１ 

 

 

 任期満了に伴う田辺市長選挙及び田辺市議会議員一般選挙は４月１６日（日）に告示、４月２３日（日）

に投票が行われます。私たちの代表者たる市長と私たちの声を市政に反映させる市議会議員を選ぶ大切な選挙

です。棄権したり無効票を投じることなく、有意義な一票を投じましょう。 

 

☆期日前投票と不在者投票 

選挙期日に投票できない見込みの人は、期日前投票制度等をご利用ください。 

《期  間》４月１７日（月）から４月２２日（土）までの６日間 

※その他詳細につきましては、広報田辺４月号をご参照ください。 

お問い合せは、田辺市選挙管理委員会又は各行政局総務課まで 

 （直通）２６－９９４５  （市役所代表）２２－５３００ 内線3351、3352 

 

 

 

 ３月１５日（水）龍神ドームにおいて、龍神公民館と龍神村体育協会

の共催で「地域交流ゲートボール大会」が開催されました。５チームが

参加し、一打一打に白熱しながら大変盛り上がっていました。今年は大

熊チームが祇園チームを直接対決で破り、見事に優勝を果たしました。 

入賞チームは次のとおりです。（敬称略） 

《優 勝》大熊〈川村益男・五百瀬八代子・田隅富夫・田隅千鶴子・上森力・上森雅佐子〉 

《準優勝》祇園〈山本勝一・後藤宏・山本サヨ・寒川フミ子・吉本文〉 

 

 

 

龍神スポーツクラブでは次のとおり月の行事を予定しています。 

参加を希望される方は龍神スポーツクラブ事務局までお申し込みください。 

連絡先：℡78-0301（龍神教育事務所） 

○グラウンドゴルフ教室  日時：４月５日（水）１３日（木）２０日（木）２６日（水） 

   １３：３０～ 場所：龍神広場 

○陸上教室        日時：毎週（月）（金）及び 第１・３（水） 

          １９：００～ 場所：龍神中学校 

 

 

 

《新着情報》 ３月中に  ２１     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。

《児童書》     １３ 冊 

☆カナデ、奏でます！１・２巻／ごとうしのぶ 

☆少年探偵 響１・２巻／秋木真 

☆ココロあみ→ご よつばのハート 

—小６の１年は人生で１番のトキ！— 

☆ココロあみ→ご 初めての両思い／武内昌美 

☆子ねこのほほえむ時 

 —私がこの子の家族になります—／都築奈央 

☆裏庭にはニワ会長がいる！！１～４巻／こぐれ京 

 

《やまびこ号》  

平成２９年４月２５日（火） 

○咲楽小学校  １０：００～１０：４０ 

○中山路小学校 １１：２０～１１：５０ 

○上山路小学校 １３：００～１３：４０ 

○龍神小学校  １４：１０～１４：４０ 

《べんけい号》 次の日程で巡回します。 

平成２９年４月７日（金） 

○龍神保健センター １０：００～１０：３０ 

○龍神温泉     １１：００～１１：３０ 

○野々垣内     １１：４０～１２：００ 

○きずな館     １３：５０～１４：２０ 

○殿原老人憩いの家 １４：４０～１５：１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《一般書》      ８ 冊 

☆ゲームってなんでおもしろい？ 

／角川アスキー総合研究所 

☆ソーラー女子は電気代０円で生活してます！ 

         ／フジイチカコ 

☆原発事故６年目 現地情報から読み解く 

        ふるさと福島／佐藤政男 

☆正しい工具の揃え方・使い方 —写真・図解で 

プロが教えるテクニック—／堀田源治 

☆プラモデル製作Q＆A 

—いまさら聞けない！？—／森慎二 

☆騎士団長殺し 第１部 顕れるイデア編 

       第２部 還ろうメタファー編 

／村上春樹 

☆心霊探偵 八雲 

—ANOTHER FILES 亡霊の願い—／神永学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『公民館だより』は、市のホームページでもご覧いただけます！  

（最新号のアップには、少し時間をいただいています。） 

http://www.city.tanabe.lg.jp/kouminkan/kanpou/index.html    

４４４４    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

寒川寒川寒川寒川    

そ う が わ

    文音文音文音文音    

ふ み ね

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

上山路小学校５年上山路小学校５年上山路小学校５年上山路小学校５年    

４４４４    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

寒川寒川寒川寒川    

そ う が わ

    幸音幸音幸音幸音    

ゆ き ね

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

上山路小学校５年上山路小学校５年上山路小学校５年上山路小学校５年    

３３３３    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

桒桒桒桒    

く わ

    彩陽彩陽彩陽彩陽    

い ろ は

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

咲楽小学校４年咲楽小学校４年咲楽小学校４年咲楽小学校４年    


