
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 土

ふれあい料理教室

　10:00～12:30市民センター

図書休室日

17
月

2 日
図書休室日 18

火

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあずまや（愛あい）

　10:00～きずな館

3 月

水泳教室

　10:00～安井プール

介護予防教室

　13:30～東集会所

19 水

夏休みふれあいスクール

　8:30～12:00市民センター

介護予防教室

　13:30～下柳瀬集会所

介護予防教室

　13:30～丹生ノ川振興館

健康相談

　（要申込：8月14日まで）

4 火

水泳教室

　10:00～安井プール

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

20 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

障害者相談

　（要申込：8月14日まで）

5 水

夏休みふれあいスクール

　8:30～12:00市民センター

水泳教室

　10:00～安井プール

ビーチボールバレーリーグ戦

　19:30～龍神体育館

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

21 金

書道教室（B）

　19:00～市民センター

介護予防教室

　13:30～大瀬集会所

6 木

水泳教室

　10:00～安井プール

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

22 土

龍の里中学校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

　龍神体育館ほか

7 金

科学教室「ホバークラフト」

　13:00～市民センター

水泳教室

　10:00～安井プール

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～殿原老人憩いの家

23
日

田辺市合併１０周年記念公演

ひろみち＆たにぞうﾌｧﾐﾘｰｽﾃｰｼﾞ

　13:30開演　市民センター

※入場整理券の配布は

　　　　　　　終了しています

龍の里中学校女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

　龍神体育館ほか

上山路夏祭り

　18:00～　上山路小学校

8 土

ふれあいスクール

　9:30～12:00市民センター

24 月

9 日 25 火

フリースペースあずまや

　10:00～保健センター

子育てサロン

　13:30～15:00保健センター

10
月

水泳教室

　10:00～安井プール

26
水

夏休みふれあいスクール

　8:30～12:00市民センター

グラウンドゴルフ教室(龍神SC)

　13:30～龍神広場

ビーチボールバレーリーグ戦

　19:30～龍神体育館

介護予防教室

　9:30～白寿荘

介護予防教室

　13:30～湯ノ又集会所

11
火

移動図書館「べんけい号」巡回

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

こころの健康相談（要予約）

27
木

ソフトテニス教室

　19:45～安井テニスコート

12
水

28
金

書道教室（A）

　19:00～市民センター

13
木

下柳瀬盆踊り大会

　龍トピア

29
土

図書休室日

14
金

龍の郷野球大会

　グリーングラウンド他

殿原盆踊り大会

　殿原ささやか館

30
日

壮年野球大会（龍神SC）

　9:30～グリーングラウンド他

図書休室日

15
土

龍の郷野球大会

　グリーングラウンド他

龍神村盆踊り大会

　19:30～龍神市民センター裏

図書休室日

31
月

介護予防教室

　13:30～龍神会館

16 日

宮代盆踊り大会

　宮代きずな館

福井夏祭り

　白寿荘

図書休室日

平成２7年８月　行事予定平成２7年８月　行事予定平成２7年８月　行事予定平成２7年８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

夏の子どもを守る運動（７月１日～８月３１日）

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。

龍神公民館だより 

平成２７年８月号 

（第３７４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 

————夏の子どもを守る運動夏の子どもを守る運動夏の子どもを守る運動夏の子どもを守る運動————    

夏休みの子どもたちを地域みんなで夏休みの子どもたちを地域みんなで夏休みの子どもたちを地域みんなで夏休みの子どもたちを地域みんなで    

水の事故などから守り育てましょう。水の事故などから守り育てましょう。水の事故などから守り育てましょう。水の事故などから守り育てましょう。    

龍神地域 人口 世帯数（平成２７年６月末現在） 

総人口3,534人 

（男1,657 女1,877） 

 1,664世帯 

 

 

 龍神公民館では、今年も「龍神村盆踊り大会」を開催します。ご家族、ご近所お誘い合わせの上、大勢ご参 

加ください。昨年は安井運動場において開催しましたが、今年の会場は龍神市民センター裏の広場今年の会場は龍神市民センター裏の広場今年の会場は龍神市民センター裏の広場今年の会場は龍神市民センター裏の広場にて開催し

ます。会場をお間違えないようご注意下さい。なお、ご迷惑をおかけしますが、お帰りの際は上流側からお帰お帰りの際は上流側からお帰お帰りの際は上流側からお帰お帰りの際は上流側からお帰

りいただきりいただきりいただきりいただき、下流側へは降りないよう、下流側へは降りないよう、下流側へは降りないよう、下流側へは降りないようよろしくお願い申し上げます。 

 また、各分館や各地域でも盆踊り大会や夏祭りを開催します。各地域の特色ある

盆踊りを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

○８月１３日（木） 下柳瀬盆踊り大会   （場所：龍トピア） 

○８月１４日（金） 殿原盆踊り大会    （場所：殿原ささやか館） 

○８月１５日（土） 龍神村盆踊り大会   （場所：龍神市民センター裏の広場） 

○８月１６日（日） 宮代盆踊り大会    （場所：宮代きずな館） 

 福井夏祭り      （場所：白寿荘） 

 

            

 龍神村軟式野球連盟では、第１０回龍の郷野球大会の参加チームを募集していま

す。地域や職場でチームをつくってご参加ください。 

《日 時》平成２７年８月１４日（金）１５日（土） ※１６日（日）予備日 

《場 所》グリーングラウンド・龍神広場・龍神中学校グラウンドの３会場 

《申込み》西 松本和弘 ℡78-2050  福井 松本石油店 ℡77-0058 

《締切り》８月５日（水）※組合せ抽選は、８月９日（日）午後７時３０分から龍神市民センターで行います 

 

 

 

 田辺市青少年育成市民会議龍神地区協議会と龍神スポーツクラブの共催で、「歩こう会」を開催します。家族

みんなで、友達と一緒に、熊野古道（小辺路）を歩いてみませんか。 

 

日 時：平成２７年９月６日（日）  龍神市民センター 午前８時３０分発 

場 所：熊野古道 小辺路（奈良県十津川村～田辺市本宮町八木尾） 

日 程：龍神市民センター集合８：３０ ～  

擽砂古バス停（出発）１０：００ ～ 果無集落１０：４５ ～ 

観音堂（昼食）１１：４５ ～ 果無峠１３：２０ ～  

七色分岐１４：３０ ～ 八木尾バス停１５：３０（到着） ～ 

龍神市民センター１７：００  ※日程は予定時刻です 

準備物：弁当・飲み物・歩きやすい服装・靴・帽子  ※雨天時には雨がっぱ 

参加費：小中学生３００円 大人５００円 ※当日ご持参下さい 

定 員：２０名（定員になり次第締め切りとなります） 

申 込：８月１４日（金）午後５時までに龍神教育事務所（７８－０３０１）へお申し込み下さい。 

その他：小学生低学年以下のお子さんは、必ず保護者同伴でご参加下さい



 

  

 

新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶・スチール缶・ビン類・ペットボトルの回収場

所が、消防施設工事のため、行政局玄関に向かって右側駐輪場付近に変更となってい

ます。今後もリサイクルにご協力をお願いします。 

 

お問合せ先・・・龍神行政局 住民福祉課 保健福祉係（電話７８－０８２０） 

 

 

 

 

龍神公民館では、７月２４日（金）から７月２６日（日）

に、大熊コミュニティセンター（旧大熊小学校）において、

「自然生活へのチャレンジ推進事業」として、龍神村内の

小学５年生を対象としたキャンプを実施しました。 

２７名の児童が参加し、２泊３日で竹の食器作りや食事

作り、自分たちが宿泊するテントを張ったり天体観測など

を行いました。 

 

 

今年度は「紀の国和歌山国体」の炬

きょ

火

か

（オリンピックの聖火に

あたるもの）を採取する採火式も行われ、龍神岳山頂で拡大鏡を

使用して太陽光で火起こしをしました。子どもたちは苦戦しなが

らも火を起こすことができ、大変良い思い出になったと思います。 

 

 

 

恒例の川下りは川の増水により残念ながら実施できません

でしたが、３日間天候にも恵まれ、大きな怪我もなく無事に

キャンプを終えることができました。南部高等学校龍神分校

の生徒の方、地域の方々、講師としてご協力頂いた方々に大

変お世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

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：８月４日（火）１８日（火）２６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：８月５日（水）２６日（水） 

１９：３０～ 場所：龍神体育館 

○壮年野球大会 日時：８月３０日（日） ９：３０～ 場所：グリーングラウンド他 

○陸上教室 日時：毎週（月）（金） １９：００～ 場所：龍神中学校  

 

 

                                 

 《新着情報》 ７月中に  ８９     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

《児童書》     ６０ 冊 

☆魔リンピックおもてなし－黒魔女さん 

が通る！！×若おかみは小学生！－／石崎洋司 

☆あなたをずっとあいしてる／宮西たつや 

☆チビまじょチャミーと 

ようせいのドレッサー／藤真知子 

☆パオズになったおひなさま／佐和みずえ 

☆お話きかせてクリストフ／ニキ・コーンウェル 

☆少年シャーロックホームズ〔５〕 

名探偵、最大のピンチ！／時海結以 

☆クレヨンしんちゃんの 

まんが世界遺産おもしろブック／臼井儀人 

☆恐竜クイズブック／冨田幸光 

☆でんじろう先生の学校の理科が 

ぐんぐんわかるおもしろ実験／米村でんじろう 

☆紫式部（学研まんが）—はなやかな王朝絵巻 

        『源氏物語』の作者—／谷口孝介 

☆文明の迷路—古代都市をめぐって 

        アトランティスへ—／香川元太郎 

☆ころころくるりん／長野ヒデ子 

☆えほん ひつじのショーンをさがせ！ 

        ／アードマン・アニメーションズ 

☆３００００このすいか／あきびんこ 

☆クレヨンからのおねがい！ 

／オリヴァー・ジェファーズ 

☆ちいさなちいさな—めにみえない 

   びせいぶつのせかい—／エミリー・サットン 

☆ぼくのたからもの／鈴木まもる 

☆そらとぶてっぱん／岡田よしたか 

☆まじょがかぜをひいたらね／高畠純 

☆どっちがつよい？カブト対クワガタ 

      —どアップ写真絵本—／くぼひでかず 

《一般書》     ２９ 冊 

☆行正り香のお酢料理／行正り香 

☆もう限界！！認知症の家族を  

介護する時に読む本／高室成幸 

☆自閉症の僕の七転び八起き／東田直樹 

☆ゆうきまさみ—総特集— 

☆高校野球１００年史／森岡浩 

☆名画の謎 ギリシャ神話篇／中野京子 

☆朝が来る／辻村深月 

☆贖い／五十嵐貴久 

☆革命のリベリオン 第１部、第２部／神永学 

☆豹変／今野敏 

☆抱く女／桐野夏生 

☆ゆらやみ／あさのあつこ 

☆天空の蜂 新装版／東野圭吾 

 

 

《龍神分室からのお知らせ》    

開 室 日：月曜日～金曜日 

      第２・４土日（祝祭日以外） 

 開室時間：火～金曜日  9:00～20:00 

      月曜日    9:00～17:00 

※祝祭日の場合は翌日 

      第２・４土日 9:00～17:00 

 貸 出 数：おひとり５冊まで 

 貸出期間：２週間（予約等なければ延長可能） 

      ※延長には手続きが必要となります 

 

・龍神分室に読みたい本がない場合でも、田辺市立

図書館から本を取り寄せることや、購入することが

できますのでお気軽に窓口へ声をおかけ下さい。 

・市立図書館で借りた本も龍神分室で返却できます。 

 

《べんけい号》 次の日程で巡回します。 

平成２７年８月１１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 

《やまびこ号》 巡回はお休みとなっています。 

『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    


