
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 月 明るい笑顔街いっぱい運動 17
水

笛作り教室

　18:45～市民センター

介護予防教室

　13:30～丹生ノ川振興館

　13:30～下柳瀬集会所

2 火

介護予防教室

　13:30～東集会所

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

18 木

介護予防教室

　9:30～小家会館

健康相談（要申込12日まで）

3 水

笛作り教室

　18:45～市民センター

19
金

書道教室（A）

　19:00～市民センター

ヒップホップダンス教室

　19:00～市民センター

4 木

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

1才半･2才･3才半児健診

　受付12:45～13:00

　保健センター

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

20
土 図書休室日

5 金

ヒップホップダンス教室

　19:00～市民センター

絵画教室

　19:00～市民センター

21 日 図書休室日

検診１（要申込）

　7:30～市民センター

6 土 図書休室日 22 月

7 日 図書休室日

へき地眼科耳鼻科検診

龍神中学校古紙回収

23
火 移動図書館「やまびこ号」巡回

子育てサロン

　13:30～15:00保健センター

フリースペースあずまや

　10:00～きずな館

8 月
24 水

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

笛作り教室

　18:45～市民センター

ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ戦(龍神SC)

　19:30～龍神体育館

9 火 移動図書館「べんけい号」巡回

こころの健康相談（要予約）

フリースペースあずまや

　10:00～保健センター

25
木

介護予防教室

　13:30～湯ノ又集会所

10 水

笛作り教室

　18:45～市民センター

ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙﾊﾞﾚｰﾘｰｸﾞ戦(龍神SC)

　19:30～龍神体育館

ウォーキングサークル13:30～ 26
金

書道教室（B）

　19:00～市民センター

ヒップホップダンス教室

　19:00～市民センター

11 木

ふれあいサロンほて

　13:30～芝集会所

障害者相談（要申込9日まで）

27
土

ふれあいスクール

　9:30～12:00市民センター

12 金

書道教室（B）

　19:00～市民センター

ヒップホップダンス教室

　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～殿原老人憩いの家

28
日

13 土

ふれあいスクール

　9:30～12:00市民センター

29
月

介護予防教室

　13:30～龍神会館

14 日
30 火

15 月

16 火

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

平成２７年６月　行事予定平成２７年６月　行事予定平成２７年６月　行事予定平成２７年６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（RSC）毎週（月・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６月号（第３７２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：６月１運動：６月１運動：６月１運動：６月１日日日日（月（月（月（月））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成２７年４月末現在） 

総人口3,552人（男1,657 女1,895） 1,666世帯 

 

                             

                             

 龍神地域内の市営プール（湯ノ又・安井・福井）は、７月１日にプール開きをします。 

大勢の皆さんのお越しをお待ちしています。 

《期 間》 平成２７年７月１日（水）～８月３１日（月） 

《時 間》 午前１０時～午後４時 

《料 金》 幼児     ５０円 

       児童・生徒 １００円 

       その他   ２１０円 

《その他》 各プールとも休館日はありません。ただし荒天等で危険 

       と判断した場合は臨時休業する場合もありますのであら 

       かじめご了承下さい。 

 

龍神教育事務所では、龍神地域の市営プール（湯ノ又・安井・福井）の監視員を募集します。 

《期  間》 平成２７年７月１８日（土）～８月３１日（月） 

       ※期間は都合により変更する場合があります。 

《勤務時間》 午前９時～午後５時 

《募集対象》 高校生以上の方（性別は問いません） 

《業務内容》 監視業務、プール清掃ほか 

《日  額》 ５，５８０円 

《勤 務 地》 湯ノ又プール・安井プール・福井プール  

       ※勤務は、各プール３人で交代勤務となります。 

       ※応募者多数の場合、希望場所以外の配置もあります。 

《申し込み》 ６月１９日（金）までに龍神教育事務所（℡78-0301）へお申し込みください。 

 

 

 

 ５月２日（土）紀南文化会館において、田辺

市合併から１０周年を迎え、記念式典と大阪交

響楽団によるオーケストラファミリーコンサー

トが開催されました。 

合併した平成１７年度に生まれ今年度１０歳

になる田辺市内の小学４年生を中心に、龍神村

内の小学校の４・５・６年生も参加しました。 

同楽団によるオーケストラ演奏にあわせて、

東日本大震災復興シンボル曲の「あすという日

が」をはじめとし、映画 アナと雪の女王の「Let 

it Go～ありのままで～」などを合唱しました。 

参加した子供達にとっては大変貴重な体験と

なりました。 



 

 

 

 龍神管内では平成２２年１２月に「龍神赤十字奉仕団」が結成されました。この奉仕団は遠方の被災地へ

行ってボランティア活動をするといったことなどはできませんが、身近な地域の奉仕活動を中心に活動をし

ています。 

 この趣旨をご理解頂き、奉仕活動にご参加頂ける方を募集します。 

《赤十字奉仕団の趣旨》 赤十字の人道博愛精神に基づき、すべての人々の幸せを願い、明るく住みよい社会

を築くため、身近な活動に奉仕する人の組織です。 

《活 動 内 容》 ①災害救護に関する奉仕 

            ②保健衛生に関する奉仕 

            ③社会福祉施設及び援護を要する者への奉仕  など 

《会       費》 年間 １，０００円（赤十字社資としてお支払い頂きます） 

《お申込・お問合せ先》 龍神行政局 住民福祉課 保健福祉係（電話７８－０８２０） 

 

 

 

龍神スポーツクラブでは５月２４日（日）

に恒例となっております「歩こう会」を開催

しました。 

今回の「歩こう会」は、村内から２０名、

村外から１６名の併せて３６名が参加があり、

護摩壇山森林公園から護摩壇山山頂を通過し

て龍神岳山頂までの約８km を歩きました。心

配されていた天候にも恵まれ、植物や野鳥の

観察をしながら、２時間ほどで龍神岳山頂に

到着しました。歩くにはちょうどよい気候で

参加者の足取りも軽く、楽しい「歩こう会」

となりました。 

 

            

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彼女は計算して奇跡を起こす。 

東野圭吾が小説の常識を覆して 

挑んだ、空想科学ミステリ。 

 

１ 冊 目 達 成 で す ！ 

小川小川小川小川

おがわ

    千宙千宙千宙千宙    

ちひろ

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

中山路小学校５年中山路小学校５年中山路小学校５年中山路小学校５年    

１ 冊 目 達 成 で す ！ 

小川小川小川小川

おがわ

    美優美優美優美優    

みひろ

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬保育園保育園保育園保育園AAAA 組組組組    

 

                                 

 《新着情報》 ５月中に  ９５     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

《児童書》       ５５ 冊 

☆トリコBBコーンを手に入れろ！他４冊／村山功 

☆黒魔女さんが通る！！ｐａｒｔ１９「あゆみ」の

呪い！？の巻／石崎洋司 

☆トリプル・ゼロの算数事件簿／向井湘吾 

☆戦国ベースボール—信長の野球—／りょくち真太 

☆おじいちゃんが孫に語る戦争／田原総一朗 

☆サイエンスコナン 解明！身のまわりの不思議 

-名探偵コナン 実験・観察ファイル-／青山剛昌 

☆恐怖のモンスター超図鑑／三輪清宗 

☆命を救われた捨て犬 夢之丞 

—災害救助泥まみれの一歩—／今西乃子 

☆しろがくろのパンダです。／平山景 

☆とうふこぞう／石黒亜矢子 

☆はやいぞ！しんかんせん／山崎友也 

☆もりのホテル／ふくざわゆみこ 

☆おちゃわんかぞく／いぬんこ 

☆ニンニンジャーかぞく／のぶみ 

☆もぐもぐでんでん／冬野いちこ 

 

《一般書》     ４０ 冊 

☆頂点への道／錦織圭 

☆世界の美しいサメ図鑑／仲谷一宏 

☆ばあちゃん助産師（せんせい）こころの子育て／

坂本フジヱ 

☆毎日着たい、手づくり服／美濃羽まゆみ 

☆岩合光昭の世界ネコ歩き／岩合光昭 

☆子どもはみんな問題児。／中川季枝子 

☆日本のものづくり遺産—未来技術遺産のすべて—

☆dancyu 何度でもつくりたい絶品ごはん 

  ３８５レシピ—やっぱりごはんが好き— 

☆余命—これからの時間をいかに豊かに生きるか－

／五木寛之 

☆映画 暗殺教室（JUMP J BOOKS）／金沢達也 

☆過ぎ去りし王国の城／宮部みゆき 

☆岩窟姫／近藤史恵 

☆夏の雷音／堂場瞬一 

☆ラプラスの魔女／東野圭吾 

☆夢を売る男／百田尚樹 

 

《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６月９日（火）             平成２７年６月２３日（火） 

○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：６月４日（木）１６日（火）２４日（水） 

  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：６月１０日（水）２４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 

 

『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    


