
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

明るい笑顔街いっぱい運動

笛作り教室

　18:45～市民センター

フリースペースあずまや

（ママストレッチ：要予約）

　13:30～龍の里

17 金

書道教室（A）

　19:00～市民センター

2 木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

18 土 図書休室日

3 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

19 日 図書休室日 龍神村一斉美化清掃

4 土

ふれあいスクール

　9:30～12:00市民センター

図書休室日

20 月 図書休室日

5 日 図書休室日

検診１（要申込）

　7:30～市民センター

21 火

こころの健康相談日

　（要予約14日まで）

フリースペースあずまや

　10:00～きずな館

6 月

介護予防教室

　13:30～宮代老人憩いの家

22 水

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

介護予防教室

　9:30～白寿荘

　13:30～方栗集会所

7 火

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあずまや（愛あい）

　10:00～龍の里

23 木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

乳児健診（受付13:30まで）

　13:15～保健センター

介護予防教室

　13:30～廣井原広栄会館

ふれあいサロンほて

　13:30～芝集会所

8 水

移動図書館「やまびこ号」巡回

移動図書館「べんけい号」巡回

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～保健センター

24 金

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

書道教室（B）

　19:00～市民センター

9 木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

25 土

10 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

介護予防教室

　13:30～大熊集会所

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 28 火

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

13 月 29 水

夏休みふれあいスクール

　8:30～12:00

14 火

フリースペースあずまや

　10:00～保健センター

30 木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

15 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（最終日）

　18:45～市民センター

健康相談（要申込10日まで）

介護予防教室

　13:30～三ツ又集会所

ふれあいサロンほて

　10:00～芝集会所

31 金

書道教室（A）

　19:00～市民センター

16 木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

ゆめふる相談日

（障害児･者相談支援ｾﾝﾀｰ）

（要予約10日まで）

平成２７年７月　行事予定平成２７年７月　行事予定平成２７年７月　行事予定平成２７年７月　行事予定

陸上教室（RSC）毎週（月・金）19:00～龍神中学校グラウンド

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。

第26回自然生活へ
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                           龍神地域 人口 世帯数（平成２７年５月末現在） 

                                      総人口3,541人 男1,655 女1,886 1,664世帯 

 

 

 

 

 毎年みなさまに取り組んでいただいておりました村内一斉美化清掃と日高川クリーン作戦につきまして、本

年は下記のとおり一度に実施します。みなさまの積極的なご参加ご協力をお願いいたします。 

 なお、開始時間や作業内容などの詳細については、各区各班で決定しますので、

事前にご確認ください。 

 紀の国わかやま国体・大会 田辺市合併１０周年記念 

《龍神《龍神《龍神《龍神村一斉美化清掃村一斉美化清掃村一斉美化清掃村一斉美化清掃    ～国体・大会をゴミ一つない和歌山で！～～国体・大会をゴミ一つない和歌山で！～～国体・大会をゴミ一つない和歌山で！～～国体・大会をゴミ一つない和歌山で！～》》》》    

        平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年７月７月７月７月１９１９１９１９日（日）日（日）日（日）日（日）    ※小雨決行 

 

 

《会  期》 ◇第１期 10 月  9 日（金）～10 月11 日（日）洋画・写真・陶芸・日本画・工芸の部 

◇第２期 10 月16 日（金）～10 月18 日（日） 書・彫塑・生花の部 

《開催場所》 紀南文化会館 

《開催時間》 9 時～19 時  

※各期最終日の10 月11 日（日）及び10 月18 日（日）は17 時まで 

《募集作品》 洋画・書・写真・生花・彫塑・陶芸 

《応募資格》 市及びその周辺に住所又は本籍を置く方、又は勤務されている方（中学生以下は除く）。 

       応募希望者は、作品1 点につき500 円（ただし、高校生は無料）を添えて、下記の日時に 

文化会館各受付会場へ、9 時から17 時までに直接お持ち込みください。 

       ◇洋画 10 月 5 日（月） 1 階「展示ホール」 

       ◇写真 10 月 5 日（月） 4 階「研修室」 

       ◇陶芸 10 月 5 日（月） 4 階「小ホール」 

       ◇書  10 月12 日（月） 1 階「展示ホール」 

       ◇彫塑 10 月12 日（月） 4 階「研修室」 

なお、「生花」は事前申し込みが必要です。9 月11 日（金）（※当日消印有効）までに、ハ

ガキに住所、氏名、年齢、電話番号をご記入の上、田辺市教育委員会文化振興課へお申し込

みください。※45 人を超えた場合、抽選となります。 

《そ の 他》 開催要項・出品票など詳細については、 

       〒646-0028 田辺市高雄一丁目23-1 田辺市教育委員会文化振興課 

       ℡0739-26-9943（直通／平日8:30～17:15）までお問合せ下さい。 

 

 

 龍神公民館では、夏休み期間中の小学生の安全・安心な居場所を確保する為、既に実施している「ふれあ

いスクール」に加え、「夏休みふれあいスクール」を下記のとおり実施します。 

《実施日》 夏休み期間中の毎週水曜日 ※８月１２日は休みとなります※８月１２日は休みとなります※８月１２日は休みとなります※８月１２日は休みとなります 

《時 間》 午前８時３０分から午後１２時まで   《場 所》 龍神市民センター 

《対象者》 小学生                《料 金》 無料 

《持参物》 飲み物・タオル・帽子 

龍龍龍神神神公公公民民民館館館だだだよよよりりり   

平成２７年７月号（第３７３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 

 



 

 

 

公民館では、小学生を対象とした水泳教室を開催します。参加を希望される方は下記までお申し込みください。 

《日 時》 平成２７年８月３日（月）～８月７日（金）・8 月１０日（月） 

午前１０時～１２時 （全６回） 

《場 所》 安井プール    《講 師》 龍神スポーツクラブ 

《受講料》 無料       《対 象》 小学生 

《定 員》 ２０名      《締切り》 ７月１５日（水） 

《申込先》 龍神公民館（℡７８-０３０１） 

※申込者多数の場合は抽選となる場合がありますのでご了承下さい。 

 

 

 

 スポーツ吹き矢愛好会では、下記のとおり「スポーツ吹き矢体験教室」を開催します。小学生から高齢者

の方までご参加頂けますので、興味のある方はお問い合わせのうえ、是非ご参加下さい。 

《日  時》 平成27 年7 月11 日（土）午後7 時～9 時 

《場  所》 龍神市民センター 2 階 大会議室 

《料  金》 無料 

《問合せ先》 スポーツ吹き矢愛好会代表 古久保（℡090-6202-4355） 

       ※ご参加希望の方は上記お問合せ先に事前にご連絡いただけますようお願いします。 

 

 

 

上山路小学校と龍神公民館では、６月１９日（金）

に丹生ヤマセミの郷（旧丹生ノ川小学校）において、

第４回となる丹生ノ川交流授業を開催しました。上山

路小学校３、４，５，６年生と地域の方や過去に丹生

ノ川小学校に勤務していた先生方が参加し、今年も「ふ

れあい」と「伝えあい」をテーマとした「あいあい授

業」を行いました。 

「ふれあい」授業では、班別に別れて「学校から帰

ってなにをしていたか？」や「休憩時間になにをして

いたか？」などのテーマで今と昔の生活の違いを小学

生と地域の方などで話し合いました。「伝えあい」授業

では、小学生の鼓笛演奏や地域の方から「南方熊楠と

丹生ノ川の話」を聞かせてもらいました。 

 

 

 

 

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：℡78-0900（スポーツクラブ事務所）℡78-0301（龍神教育事務所） 

○グランドゴルフ教室  日時：７月３日（金） 1５日（水） 2４日（金） 

１３：３０～ 場所：龍神広場 

○ビーチーボールバレーリーグ戦 日時：７月８日（水） ２２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：龍神中学校グランド 

 

 

 

 龍神地域内の市営プール（湯ノ又・安井・福井）の開場時間は、午前 10 時から午後 4 時となっていま

すが、７月１１日（土）はプール管理人及び監視員研修会を実施するため、開場時間が午後１時～４時とな

りますので、あらかじめご了承下さい。 

  

                                 

 【新着情報】 ６月中に  １０３     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

 

《児童書》    ４９ 冊 

☆のりものおばけずかん／斉藤洋 

☆風のヒルクライム 

—ぼくらの自転車ロードレース—／加部鈴子 

☆教室の日曜日／村上しいこ 

☆わすれものの森／岡田淳 

☆ひとりではじめたアフリカボランティア 

—渋谷ギャル店員—／栗山さやか 

☆超こわい！超ふしぎ！ 

日本の妖怪大全集２００／山口敏太郎 

☆クララ・シューマン（コミック版）／迎夏生 

☆みんなの防災辞典－災害へのそなえから 

避難生活まで－／山村武彦 

☆こびと大図鑑／なばたとしたか 

☆アナと雪の女王 

エルサのサプライズ／斉藤妙子 

☆そらまめくんのあたらしいベッド／なかやみわ 

☆あーといってよあー（幼児絵本）／堀川理万子 

☆やさいぺたぺたかくれんぼ／松田奈那子 

☆名古屋 うみゃあもんのうた／長谷川義史 

☆とうもろこしくんがね・・・ 

    （おいしいともだち）／とよたかずひこ 

☆んふんふ なめこ絵本 

—うみのそこのひみつ—／トモコ＝ガルシア 

☆かとりせんこう／田島征三 

 

《一般書》   ５４ 冊 

☆The Shark—サメたちの海へ—鍵井靖章 

☆寄付する、得する、好きになる 

ふるさと納税ニッポン！２０１５ 

☆三国志の魅力 —英雄たちの「志」 ／渡邉義浩 

☆歯の豆辞典 

—歯科医からみた歯の人類学—／山田博之 

☆熊野の廃校／中島敦司 

☆一重＆奥二重さんの劇変メイクブック 

—自分史上最強にかわいくなる！—／新見千晶 

☆のだめカンタービレ（コミックス）全２５巻 

／二ノ宮知子 

☆欧米に寝たきり老人はいない 

—自分で決める人生最後の医療—／宮本顕二 

☆リバース／湊かなえ 

☆ヒポクラテスの誓い／中山七里 

☆神様刑事（デカ）〔２〕—警視庁犯罪 

被害者ケア係･神野現人の暴走—／関口暁人 

☆謎解き広報課／天祢涼 

☆マインド／今野敏 

☆勁草／黒川博行 

☆天空の救命室 

—航空自衛隊航空機動衛生隊—／福田和代 

☆まったなし 

（「まんまこと」シリーズ〔５〕）／畠中恵 

 

【やまびこ号】 次の日程で巡回します。 

平成２７年７月８日（水）（※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７月８日（水） 

○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 

スタンプカード全部たまりました！ 

５ 冊 目 達 成 で す ！ 

寒川寒川寒川寒川    

そ う がわ

    絵梨香絵梨香絵梨香絵梨香    

え り か

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

上山路小学校２上山路小学校２上山路小学校２上山路小学校２年年年年    


