
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 水
17

金

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

書道教室開講式（A）

　19:00～市民センター

2 木
18

土 図書休室日

3 金

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

19
日 図書休室日

4 土
図書休室日 20

月

介護予防教室

　9:00～大瀬集会所

5 日
図書休室日 21

火

フリースペースあずまや

　10:00～きずな館

障害者相談

（要予約：住民福祉課）

6 月
22

水

介護予防教室

　9:30～白寿荘

子育てサロン

　13:30～保健センター

7 火

フリースペースあずまや

　10:00～保健センター

23
木

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

介護予防教室

　9:30～小家会館

8 水

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

小中学校、龍神分校入学式

ウォーキングサークル

　13:30～保健センター集合

24
金

龍神女性会総会

　19:30～市民センター

書道教室（B）

　19:00～市民センター

9 木

ふれあいサロンほて

　13:30～芝集会所

25
土

ふれあいスクール

　9:30～12:00市民センター

10
金

明るい笑顔街いっぱい運動

移動図書館「べんけい号」巡回

書道教室開講式（B）

　19:00～市民センター

西なかよしクラブ

　13:30～保健センター

26
日

11
土

ふれあいスクール

　9:30～12:00市民センター

27
月

12
日

和歌山県議会議員一般選挙投票

日

28
火

フリースペースあずまや

　14:00～福祉センター

13 月
29

水 図書休室日 昭和の日

14
火

つれづれ会

　9:30～上柳瀬集会所

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあずまや（愛あい）

　10:00～保健センター

こころの健康相談日（要予約）

30
月

15
水

たんぽぽの会

　9:30～知枡集会所

介護予防教室

　13:30～下柳瀬集会所

16
木

平成２７年４月　行事予定平成２７年４月　行事予定平成２７年４月　行事予定平成２７年４月　行事予定

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。

陸上教室（龍神SC）毎週（月・金）19:00～龍神中学校グラウンド

————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明るい笑顔街いっぱい明るい笑顔街いっぱい明るい笑顔街いっぱい    

運動運動運動運動：４：４：４：４月月月月１０１０１０１０日日日日（金（金（金（金））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成27年2月末現在） 

総人口3,568人（男1,662 女1,906） 1,665世帯 

 

                             

                             

                             

                            

 

 

 

 

 

 龍神教育事務所では、平成２７年３月末で教育事務所長手谷新一さんが退職され、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 手谷 新一 

 「離任」        主査 五味 一平 （建設部管理課へ異動） 

 「着任」龍神教育事務所 所長 寒川 一平 （龍神行政局住民福祉課から異動） 

             主査 小杉 公俊 （水道部業務課から異動） 

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   寒川 一平    ○事務担当  山崎 いつ稀 

○主任   濵窄 忠人    ○学校用務員 南 明美 

○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） 

 

 

 

平成２７年度から２年間の任期で分館長、生涯学習（人権）推進員、社会教育委員（龍神選出）の着任さ

れた皆さんをご紹介します。（敬称略） 

○公民館分館長 

《龍神分館長》松阪 正澄  《宮代分館長》   寒川 鉄夫  《東西分館長》奥野 佳世 

《殿原分館長》杉本 勝  《中山路分館長》 大垣内 知也 《福井分館長》後藤 宏 

《甲斐ノ川分館長》西川 隆文 

○生涯学習（人権）推進員 

中平 英也（小又川）  寒川 喜代子（西）  古屋 和弘（安井）  吉本 壽子（福井） 

○社会教育委員（龍神選出） 久保 正博（廣井原） 加藤 麻希子（福井） 

 平成２７年３月をもって久保正人さん、古久保和志さん、古久保則子さん、古田恵子さんが生涯学習（人

権）推進員を退任されました。長い間、龍神地域の公民館活動にご尽力いただきありがとうございました。 

 

 

 

 龍神公民館では、中辺路町出身の岩見淳三さん（ギター）とＹＡＹＯＩさん

（ボーカル）をお招きして、下記のとおり、ジャズコンサートを開催します。 

スタンダードＪＡＺＺから日本の歌まで幅広いレパートリーで楽しいステー

ジとなっています。暖かく美しいギターの音色と深く艶のある歌声にふれてみ

ませんか。申込みは不要、入場無料です。お気軽にお越しください。 

《日 時》平成２７年４月２５日（土）午後２時～ 

《場 所》龍神市民センター 大ホール 

 

 

 

私たちの声を県政に反映させる代表者を選ぶ大切な選挙です。有意義な一票を投じましょう。 

龍神公民館だより 

平成２７年４月号（第３７０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 



 

 

 

 各高齢者学級では、３月にバス研修を行いました。せいじゅ学級では、３月１

８日（水）１５名が参加し、すさみ町のエビカニ水族館、串本町の橋杭岩などを

見学しました。 

あけぼの学級では、３月２４日（火）１６名が

参加し、御坊の火力発電所や道成寺などを見学し

ました。 

ふくじゅ学級では、３月２６日（木）２０名が

参加し、有田市の須佐神社やみかん海道などを見

学しました。 

県内の施設を巡り、各学級生の学びと交流を深めることができました。 

 

 

 

３月１４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１０

０人の参加者が集まり、「空き缶積み」「輪

ゴムとばし」や「紙ちぎりのばし」など

全８種目を実施しました。子ども達は真

剣な表情で記録に挑戦していました。 

終了後の「駄菓子屋コーナー」は人気で、長蛇の列ができていました。映画鑑

賞会では「LEGO®ムービー」を上映し、子どもから大人まで楽しく鑑賞してい

ました。チャンピオンは次のとおりです。（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 １月２５日（日）龍神ドームで龍神村体育協会主催「201５年新春打ち初めゲ

ートボール大会」７チームが参加し開催されました。各チームとも一打に一喜一

憂しながら、熱戦を繰り広げ、祇園チームが優勝しました。おめでとうございま

す。入賞チームは次のとおりです。 

《優 勝》祇 園    《準優勝》ゴマ山   《第３位》大 熊 

種   目 小学生の部 一般の部 

ジャンケンカード 12枚 小川 千宙 中山路小学校 9枚 溝口 洋 一般 

空き缶積み 9個 

溝口 和花 

平野 海斗 

柳瀬保育園 

南部小学校 

12個 伊藤 陽介 一般 

輪ゴムとばし 8.05ｍ 五味 清亮 中山路小学校 6.97ｍ 平野 たかふみ 一般 

洗面器お手玉投げ 150点 

古久保 遥菜 

西川 夏楓 

上山路小学校 

咲楽小学校 

130点 小川 佳代 一般 

豆つまみ皿うつし 35個 中田 璃桜渚 中山路小学校 38個 小川 珠代 一般 

紙ちぎりのばし 1.94ｍ 北田 花菜 上山路小学校 1.98ｍ 西山 公庸 一般 

片足立ち 2分33秒 本松 伯 咲楽小学校 1分10秒 平野 たかふみ 一般 

サイコロ「１」出し 25個 山地 涼葉 中山路小学校 13個 西山 公庸 一般 

空き缶積み 

チャンピオンの皆さん 

片足立ち 

 

 

 

 ３月２２日（日）福井白寿荘で、福井分館、福井両区が共催し「迎春ふくい

カラオケ大会」が開催されました。４６名が参加し、カラオケや踊り、マジッ

クなどが披露されました。会場は、大変盛り上がり、歌う人も、聴く人も、楽

しい時間を過ごしました。 

 

 

 

 ３月１８日（水）に龍神ドームで龍神公民館と龍神村体育協会との共催で、

８チームが参加し「地域交流ゲートボール大会」が開催されました。熱戦の結

果、宮代チームが優勝しました。おめでどうございます。入賞チームは次のと

おりです。 

《優 勝》宮 代    《準優勝》ゴマ山 

 

                                 

 《新着情報》 ３月中に  ４０     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

《児童書》    １４ 冊 

☆ドラゴン王さまになる／茂市久美子 

☆邪宗門／駒井和緒 

☆坂本龍馬（学研まんが）／大石学 

☆うちゅうへいこう！ —わかたせんちょうからの

ことば—／若田光一 

☆かいけつゾロリの対決！ ブルル・コブル200 連

発／原ゆたか 

☆めくって発見！えほん のりもの —知的好奇心を

育てるしかけ図解えほん！— 

☆みんなおおきくなった／藤本ともひこ 

☆アンパンマンとおばけやしき／やなせたかし 

《一般書》     ２６ 冊 

☆レシピブログの大人気レシピ BEST100 永久保

存版☆ピケティ入門 —『２１世紀の資本』の読み

方—／竹信三恵子 

☆百田尚樹 『殉愛』 の真実／角岡伸彦 

☆ “かわいすぎる栄養士”関根みなみのかんたんキ

ャラおにぎりべんとう 

☆その女アレックス／ピエール・ルメートル 

☆西行 —いのちなりけり—／近津三志 

☆絶望的（ミステリー・リーグ） —寄生クラブ— 

／鳥飼否宇 

 

《べんけい号》 次の日程で巡回します。 《やまびこ号》 次の日程で巡回します。 

平成２７年４月１０日（金）           平成２７年５月１日（金） 

○龍神保健センター １０：００～１０：３０   （※一般の方も利用できます。） 

○龍神温泉     １１：００～１１：３０   ○咲楽小学校     １０：００～１０：４０ 

○大熊ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ  ー  １２：５０～１３：０５   ○中山路小学校   １１：２０～１１：５０ 

○宮代老人憩いの家 １３：５０～１４：２０   ○上山路小学校   １３：００～１３：４０ 

  ○殿原老人憩いの家  １４：４０～１５：１０   ○龍神小学校    １４：１０～１４：４０ 

 

 

 

 

 

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：４月８日（水）１７日（金）２３日（木） 

   １３：３０～ 場所：龍神広場 

○陸上教室 日時：毎週（月）（金） １９：００～ 場所：龍神中学校 

 


