
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 日
図書休室日 17

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～保健センター

介護予防教室

　13:30～方栗会館

こころの健康相談日（要予約）

2 月
明るい笑顔街いっぱい運動 18

水

介護予防教室

　13:30～三ツ又集会所

3 火
図書休室日 文化の日 19

木

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

障害者相談

（要予約11月13日まで）

4 水

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

20
金

5 木
21

土

6 金

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

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

22
日

7 土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

23
月

図書休室日 勤労感謝の日

8 日
24

火

フリースペースあずまや

　10:00～きずな館

9 月
25

水

ビーチボールバレーリーグ戦

　19:30～龍神体育館

健康相談

（要申込11月18日まで）

10
火

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあずまや（愛あい）

　10:00～龍の里

26
木

11
水

安井介護教室

　9:00～11:30安井会館

フリースペースあずまや

　ﾏﾏｽﾄﾚｯﾁ（要予約）龍の里

ウォーキングサークル

　13:30～15:00

27
金

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

書道教室（A）

　19:00～市民センター

介護予防教室

　13:30～廣井原広栄会館

12
木

乳児検診

　受付時間13:15～13:30

　保健センター

介護予防教室

　13:30～宮代老人憩いの家

28
土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

図書休室日

13
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

29
日

図書休室日

14
土

第58回関西実業団対抗駅伝競走

大会　開会式

　13:40～龍神市民センター

図書休室日

30
月

15
日

第58回関西実業団対抗駅伝競走

大会

　9:10　行政局スタート

　13:00頃　竜神体育館ゴール

図書休室日

16
月

介護予防教室

　13:30～大熊集会所

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11月　行事予定平成27年11月　行事予定平成27年11月　行事予定平成27年11月　行事予定

陸上教室（龍神SC）毎週（月・金）19:00～龍神中学校グラウンド

翔龍祭翔龍祭翔龍祭翔龍祭2015201520152015

☆村民文化祭

（市民センター）

○作品展示

2１日 ～2４日

9:00～17:00

○舞台発表

2３日（月）

13:00～17:00

☆龍神林業まつり

（龍神ドーム）

2１日（土）

9:00～16:00

2２日（日）

9:00～15:00

龍神公民館だより 

平成２７年１１月号 

（第３７７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    

１１月２日（月１１月２日（月１１月２日（月１１月２日（月））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成２７年９月末現在） 

総人口3,518人 

（男1,648 女1,870） 

 1,663世帯 

 

 

翔龍祭２０１５（村民文化祭・龍神林業まつり）が１１月２１日（土）から２４日（火）までの４日間開催 

されます。 

期間中は多くの催しや作品展示が行われますので、皆さんお誘いあわせのうえ大勢ご来場ください。 

  

 

 

第５８回関西実業団対抗駅伝競走大会が次のとおり開催されます。 

今年度は、１３チームが出場し、１月１日に群馬県前橋市で開催

されるニューイヤー駅伝（第60回全日本実業団対抗駅伝競走大会）

への出場権をかけ、熱戦を繰り広げます。 

 また大会当日は、選手やスタッフの安全確保のためコース全域に

おいて交通規制が実施され、選手の進行方向への追い抜きができな

いなど、大変ご迷惑をおかけすることとなりますが、皆様方のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 【開催日時】 平成２７年１１月１５日（日）午前９時１０分 龍神行政局スタート 

                      午後１時ごろ  龍神体育館ゴール 

 【開催場所】 大熊高硲谷から福井北野バス停の間 

   

《日  時》 

 

【作品展示】2１日（土）～2４日（火） 

９：００～１７：００  

【舞台発表】2３日（月）13:00～17:00 

２１日（土）９：００～１６：００ 

２２日（日）９：００～１５：００ 

 

《場  所》 龍神市民センター 龍神ドーム 

《内  容》 

【作品展示】絵画、書 

ちぎり絵、写真 

工芸、手芸、保育園・ 

小中高校生の作品など 

【舞台発表 出演予定順】 

①龍神小唄保存会   ⑨咲楽小学校 

②龍神あやめコーラス ⑩上山路小学校 

③コローレスと仲間達 ⑪中山路小学校 

④うれしの会     ⑫木ノ郷さくら組 

⑤ｐｅａｒｌ     ⑬龍神中学校 

⑥泉龍クラブ      ⑭龍舞会 

⑦わたぼうし     ⑮天理教鼓笛バンド 

⑧田辺ゴスペル・クワイア 

【イベント】 

木のクラフト展 

チェーンソーカービング 

エアブラシパフォーマンス など 

【体験コーナー】 

 女性木工教室（要予約） 

 木製LEDライトづくり体験（要予約） 

 巨大な木のブロック 

木屑のプール など 

【フリーマーケット】 

 村内外から多数出店 

【舞台発表】 

 丸石輝正ライブ など 

《問合せ先》 龍神教育事務所 78-0301 龍神行政局産業建設課 78-0830 



 

 

 ○「成人の日」記念式典 

《日  時》  平成２８年１月１０日（日） 受付：午前１０時３０分～  開会：午前１１時００分 

《場  所》  紀南文化会館 大ホール 

《対 象 者》  田辺市の新成人（平成７年４月２日～平成８年４月１日までに生まれた方） 

 ※市外に住所を移している方で、成人式の案内を希望される方は、生涯学習課までご連絡ください。 

  なお、当日会場でも受付しています。 

 

○新成人意見発表者募集 

 社会・友人・職場等についてや将来の希望や抱負など、自由な意見を発表してください。 

《応募資格》  田辺市の新成人（平成７年４月２日～平成８年４月１日までに生まれた方）で、成人式当

日出席可能な方 

《募集人数》  １名 

《応募規格》  ２，０００字程度（４００字詰め原稿用紙５枚）に意見をまとめて応募してください。 

《応募方法》  直接、生涯学習課まで持参するか、住所・氏名・電話番号を明記の上、下記へ郵送してく

ださい。 

《応募締切》  平成２７年１１月２０日（金） 

《決  定》  応募いただいた方の中から書類等選考後、本人に直接お知らせします。選考の結果、新成

人意見発表者に選ばれた方には、記念品を進呈いたします。 

○お問合せ・申し込み先 

 田辺市教育委員会 生涯学習課 公民館係（担当：熊野・中原） 

 田辺市高雄一丁目２３－１ 田辺市民総合センター内 TEL：２６－４９２５ FAX：２５－６０２９    

 

 

 

  ９月２６日から１０月６日にかけて紀の国わかやま国体が開催され、龍神村からは「山本 みゆきさん」 

 が剣道競技（少年女子）に和歌山県代表として出場されました。和歌山県代表は見事準優勝を果たすことが 

 できました。また、１０月２４日から２６日には紀の国和歌山大会が開催され、龍神村からは３名の方々が 

 出場されました。３名の方々の結果については次のとおりご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

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） 

○グラウンドゴルフ教室 日時：1１月６日（金）１9 日（木）2７日（金） 

   １３：３０～ 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：1１月２５日（水）  １９：３０～  場所：龍神体育館 

○陸上教室 日時：毎週（月）（金） １９：００～  場所：龍神中学校  

氏名（敬称略） 出場種目 記録 順位 

上森 力 砲丸投げ 

ジャベリックスロー 

6m69cm 

9m85cm.. 

5 位 

5 位 

古久保 喜朋 フライングディスク（ディスタンス）※距離を競う競技 

フライングディスク（アキュラシー）※円形の的を狙う競技 

47m27cm. 

９投／10 投 

1 位 

2 位 

吉本 比出代 フライングディスク（ディスタンス）※距離を競う競技 

フライングディスク（アキュラシー）※円形の的を狙う競技 

41m43cm. 

9 投／10 投 

1 位 

4 位 

 

  

 

《新着情報》 １０月中に  ７０     冊の新が入りました。どうぞご利用ください。

《児童書》     ４２ 冊 

☆まほうデパート本日かいてん！／山野辺一記 

☆小学生まじょのふしぎなぼうし／中島和子 

☆ルルとララのミルキープリン／あんびるやすこ 

☆にゃんともクラブ／竹下文子 

☆大きくてもちっちゃい かばのこカバオ／森山京 

☆恐怖！おばけやしきめいろブック 

—妖怪商店街—／WILL こども知育研究所 

☆映画かいけつゾロリ 

うちゅうの勇者たち（アニメ絵本）／原ゆたか 

☆わたしの「やめて」 

—戦争と平和を見つめる絵本—／塚本やすし 

☆かえうた戦隊タマゴレンジャー／おかべりか 

☆げんこつやまがあったとさ 

        —わらべうたえほん—／雨宮尚子 

☆ゴリラのおとうちゃん／三浦太郎 

☆カエルくんのたんこぶ／宮西達也 

☆ママなんサイ？／丸山誠司 

☆パンパカパンツ ピカピカパンツはナイスパンツ！ 

☆ねこさんスパゲッティ／夏目尚吾 

☆めとめがあったら／マッティ・ピックヤムサ 

☆てっぺんねこ／C．ロジャー・メイダー 

《一般書》     ２８ 冊 

☆１日５分かけるだけ！ 

１００円メガネで視力は回復する！！／平松類 

☆はじめてのハムスター 

飼い方・育て方／岡野祐士 

☆日本全国津々うりゃうりゃ 

仕事逃亡編／宮田珠己 

☆木部本／木部さん 

☆A ではない君と／薬丸岳 

☆風かおる／葉室麟 

☆きのうの影踏み／辻村深月 

☆心霊探偵 八雲—ANOTHER FILES 

裁きの塔—／神永学 

☆うずら大名／畠中恵 

☆M と∑／内村薫風 

 

 

 

 

 

 

 

《やまびこ号》 次の日程で巡回します。 

平成２７年１１月２７日(金)（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１１月１０日（火） 

○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    

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    ！！！！    

竹内竹内竹内竹内    

た け う ち

    朱朱朱朱    

し ゅ

莉莉莉莉    

り

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

上山路小学校上山路小学校上山路小学校上山路小学校１１１１年年年年    

５５５５    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

山地山地山地山地    

さ ん じ

    わこのわこのわこのわこの    ちゃんちゃんちゃんちゃん    

咲楽咲楽咲楽咲楽小学校２年小学校２年小学校２年小学校２年    

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    ！！！！    

深瀬深瀬深瀬深瀬    

ふ か せ

    結結結結    

ゆ

羽羽羽羽    

う

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

中中中中山路小学校山路小学校山路小学校山路小学校６６６６年年年年    


