
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 木

明るい笑顔街いっぱい運動

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

17
土

図書休室日

2 金

書道教室（B）

　19:00～市民センター

絵画教室

　19:00～市民センター

18
日

男女混合ソフトボール大会

　9:00～龍神広場

図書休室日

3 土
図書休室日 19

月

4 日
図書休室日 20

火

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　9:30～龍神広場

グラウンドゴルフ大会(社協)

　13:30～龍神広場

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

5 月

介護予防教室

　13:30～東集会所

21
水

健康相談

（要申込１０月９日まで）

6 火

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

22
木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

介護予防教室

　9:30～小家会館

介護予防教室

　13:30～湯ノ又集会所

ふれあいサロンほて

　13:00～芝集会所

7 水

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

23
金

書道教室（A）

　19:00～市民センター

8 木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

24
土

ふれあいスクール折り紙教室

　9:０0～市民センター

（要申込10月16日まで）

9 金

書道教室（A）

　19:00～市民センター

絵画教室

　19:00～市民センター

介護予防教室

　13:30～殿原ささやか館

25
日

10
土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

26
月

介護予防教室

　13:30～龍神会館

11
日

歩こう会（青少年・龍神SC）

　8:30市民センター出発

27
火

フリースペースあずまや

　10:00～きずな館

12
月

体育の日 28
水

ビーチボールバレーリーグ戦

　19:30～龍神体育館

子育てサロン

　13:30～15:00保健ｾﾝﾀｰ

13
火

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあずまや（愛あい）

　10:00～保健センター

29
木

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

14
水

ビーチボールバレーリーグ戦

　19:30～龍神体育館

安井介護教室

　9:00～11:30安井会館

ウォーキングサークル

　13:30～15:00保健ｾﾝﾀｰ

介護予防教室

　13:30～丹生ノ川振興館

30
金

書道教室（B）

　19:00～市民センター

15
木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

介護予防教室

　13:30～下柳瀬集会所

31
土

16
金

書道教室（B）

　19:00～市民センター

障害者相談

（要予約10月9日まで）

介護予防教室

　13:30～大瀬集会所

こころの健康相談日（要予約）

ご家庭で学習予定等にご活用ください。

【注意】上記の行事予定は変更される場合がありますのでお確かめの上ご利用ください。

平成27年10月　行事予定平成27年10月　行事予定平成27年10月　行事予定平成27年10月　行事予定

陸上教室（龍神SC）

10月9日（金）12日（月）16日（金）19（月）26日（月）30日（金）

19:00～龍神中学校グラウンド

龍神公民館だより 

平成２７年１０月号 

（第３７６号）  

編集 龍神公民館・龍神教育事務所 

  ＴＥＬ ７８－０３０１  ＦＡＸ ７８－０８９６ 

 寒川一平・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    

１０月１日（木１０月１日（木１０月１日（木１０月１日（木））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成２７年８月末現在） 

総人口3,520人 

（男1,648 女1,872） 

 1,660世帯 

 

 

 龍神公民館では、毎年恒例の男女混合ソフトボール大会を下記のとおり開催します。 

この大会は、各分館長が分館単位でチームをつくり試合を行います。地域の

分館長から出場の依頼がありましたら、是非ご参加いただけますようお願い申

し上げます。 

《日  時》 平成２７年１０月１８日（日）午前９時開会式 

 ※雨天の場合は中止 

《場  所》 龍神広場 

《参加資格》 男性４０歳以上 女性：高校生以下は出場不可 

《参加申込》 ご参加いただける場合には、各地域の分館長さんへ 

１０月９日（金）までにお申込下さい。 

  

 

 

 龍神公民館では、龍神村ＰＴＡ連合会と青少年育成市民会議龍神地区協議会と

の共催で、下記のとおり「むらづくり龍神カレッジ（ＰＴＡ教育講演会）」を開催

します。 

 大阪府私立羽衣学園中・高等学校教諭の米田謙三氏をお迎えして、子どもたち

を取り巻くネット社会が急速に発展する中で、インターネット利用について特に

注意してほしいことなどをわかりやすくお話いただきます。申し込みは不要です。

是非ご来場下さい。 

《日 時》 平成２７年１０月２０日（火）午後７時～８時３０分 

《場 所》 龍神市民センター 大ホール 

《講 義》 「知ってほしい 今どきのネット事情」～ネット社会とうまくつきあうために～ 

《講 師》 大阪府私立羽衣学園中・高等学校教諭 米田 謙三 氏 

 

 

 

龍神行政局では、マイナンバー制度導入に向けて下記のとおり臨時職員を募集します。 

つきましては、申し込みを希望される方は下記までご連絡ください。 

《雇 用 期 間》 平成27 年１１月１日（日）～平成２８年３月３１日（木） 

《従 事 場 所》 龍神行政局 

《内     容》 マイナンバー制度導入にかかる事務及び一般業務の補助 

 パソコン操作の可能な方 

          ※必要に応じて夜間、土・日曜日に時間外勤務有 

《定     員》 １名 

《募 集 締 切》 １０月９日（金） 

《申 込 方 法》 履歴書１通（市販の履歴書）をご記入のうえ、写真を貼ってお申し込みください 

《申込・問合先》龍神行政局 住民福祉課 TEL７８－０８１０（代） 



 

 

  

村民文化祭実行委員会では、出展作品を募集しています。 

詳細については、下記のとおりです。多くの皆さんの出展をお待ちしております。 

《展示日時》  平成２７年１１月２１日（土）～２４日（火） 

《展示場所》  龍神市民センター 

《募集内容》  絵画、彫刻、書道、陶芸、写真、ちぎり絵、 

        短歌、手芸、生花、研究発表、盆栽等 

《搬 入 日》  平成２７年１１月２０日（金）午前９時～ 

《搬 出 日》  平成２７年１１月２５日（水）午前９時～ 

        ※作品の搬入、飾りつけ、搬出は、出品者が責任をもって行ってください。 

        ※会場の展示用パネルの準備、撤去等にもご協力お願いします。 

《展示打合せ》 展示打合せ会を１１月５日（木）に開催予定ですので、出品者は必ずご出席下さい。 

《申込方法》  ９月に全戸配布をさせていただきました「第３０回村民文化祭参加者募集」チラシの裏面

の「作品展出品票」に必要事項を記入の上、村民文化祭実行委員会事務局（龍神教育事務

所）までお申込み下さい。 

《申込締切》  平成２７年１０月３０日（金）午後５時まで 

《お問合せ先》 村民文化祭実行委員会事務局 

        （龍神教育事務所 TEL７８－０３０１） 

※村民文化祭舞台発表の出演者の募集は、８月３１日（月）をもって終了しています。※※村民文化祭舞台発表の出演者の募集は、８月３１日（月）をもって終了しています。※※村民文化祭舞台発表の出演者の募集は、８月３１日（月）をもって終了しています。※※村民文化祭舞台発表の出演者の募集は、８月３１日（月）をもって終了しています。※    

 

 

 

 １０月から、各世帯に簡易書留郵便で、ご家族一人ひとりの１２桁の個人番号が記載された 

「通知カード」が送られてきます。 

 平成２８年１月から、様々な手続きに必要になりますので、捨てたり、失くしたりしないよ 

うご注意ください。 

 

【お問合せ先】 

 マイナンバーコールセンター  

０５７０－２０－０１７８（全国共通ナビダイヤル） 

【市担当課】 

 田辺市役所情報政策課 ２２－９９１７（直通） 

 

 

 

 

 

龍神スポーツクラブでは次のとおり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：℡78-0900（スポーツクラブ事務所） ℡78-0301（龍神教育事務所） 

○歩こう会 日時：10 月11 日（日）８：３０出発  集合場所：市民センター 

○グラウンドゴルフ教室 日時：10 月7 日（水）29 日（木）１３：３０～ 場所：龍神広場 

 10 月20 日（火） ９：３０～  場所：龍神広場 

○ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ戦 日時：10 月14 日（水）２8 日（水）１９：３０～ 場所：龍神体育館 

○陸上教室 日時：10 月9 日（金）12 日（月）16 日（金）19 日（月）26 日（月） 

10 月30 日（金）   １９：００～ 場所：龍神中学校  

 

  

 

《新着情報》 ９月中に  ５８     冊の新が入りました。どうぞご利用ください。

《児童書》     ３１ 冊 

☆がっこうのおばけずかん  

—おばけにゅうがくしき—／斉藤洋 

☆おばけ道、ただいま工事中！？／草野あきこ 

☆死霊怪談 —恐怖の一週間—／あさのともや 

☆戦国ベースボール〔２〕龍馬がくる！  

信長ｖｓ幕末志士！！／りょくち真太 

☆テレビのずるやすみ／村上しいこ 

☆しずくちゃん おやつクッキング／ぎぼりつこ 

☆プリティーデコ☆レッスン 

／プリティー★デコ研究会 

☆りゅうじんさまは歯がいたい／関屋敏隆 

☆ヘンテコシャンプー／みやにしたつや 

☆おつきみおばけ／せなけいこ 

☆フルーツめしあがれ／高原美和 

☆はずかしがりやのバナナくん／岡田よしたか 

☆まえとうしろ どんなくるま？ １  

どうろこうじのくるま／こわせもりやす 

 

 

 

 

 

 

 

《一般書》     ２７ 冊 

☆できるWindows１０／法林岳之 

☆おだやかママの幸せ子育て法         

—もうムダに怒らない！—／ＬＩＣＯ 

☆不眠とうつ病／清水徹男 

☆絵で見てわかる認知症「食事の困った！」に答え 

ます 「食べてくれない」には理由があります 

／菊谷武 

☆厳選！デザインマンホール大図鑑 

           ／カラーマンホール研究会 

☆検証・安保法案—どこが憲法違反か— 

                 ／長谷部恭男 

☆まにまに／西加奈子 

☆これだけは知っておかないと怖いマイナンバー 

／三森敏明 

☆ゴルフの風に吹かれて／夏坂健 

☆総理にされた男／中山七里 

☆掟上今日子の挑戦状／西尾維新 

☆スクラップ・アンド・ビルド 

／羽田圭介（第１５３回芥川賞受賞） 

☆確率捜査官 御子柴岳人〔２〕ゲームマスター 

／神永学 

☆潮流（東京湾臨海署安積班）／今野敏 

☆善意通訳／田中ひな子 

 

 

《やまびこ号》 次の日程で巡回します。 

平成２７年１０月２９日(木)（一般の方も利用できます。） 

○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２７年１０月９日（金） 

○龍神保健センター     １０：００～１０：３０ 

○龍神温泉         １１：００～１１：３０ 

○大熊コミュニティセンター １２：５０～１３：０５ 

○宮代老人憩いの家     １３：５０～１４：２０ 

  ○殿原老人憩いの家     １４：４０～１５：１０ 

『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    

スタンプカードﾞ全部たまりました！ 

１１１１    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

古久保古久保古久保古久保

ふ る く ぼ

    悠悠悠悠

ゆう

仁仁仁仁

と

    くんくんくんくん    

上山路小学校２年上山路小学校２年上山路小学校２年上山路小学校２年    

古久保古久保古久保古久保

ふ る く ぼ

    斗斗斗斗

と

吾吾吾吾

わ

    くんくんくんくん    

東保育園Ｃ組東保育園Ｃ組東保育園Ｃ組東保育園Ｃ組    


