
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 金

龍神市民センター休館

図書休室日

体育施設休館

元日 17
日

図書休室日

2 土

龍神市民センター休館

図書休室日

体育施設休館

18
月

3 日

歩こう会（龍神温泉郷散策）

　10:15元湯別館集合

龍神市民センター休館

図書休室日

体育施設休館

19
火

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～白寿荘

介護予防教室

　13:30～方栗会館

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあずまや（愛あい）

　10:00～宮代きずな館

4 月
体育施設休館 20

水

健康相談

（要申込1月15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

　13:30～芝集会所

5 火

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

21
木

乳児検診

　受付時間13:15～13:30

　保健センター

障害者相談

（要申込1月15日まで）

6 水
22

金

書道教室（B）

　19:00～市民センター

7 木
23

土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

8 金

明るい笑顔街いっぱい運動

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

絵画教室

　19:00～市民センター

小中学校始業式

介護予防教室

　13:30～宮代老人憩いの家

24
日

9 土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

25
月

10
日

26
火

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

介護予防教室

　13:30～廣井原広栄会館

11
月

図書休室日 成人の日 27
水

12
火

こころの健康相談日（要予約）

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

28
木

13
水

安井介護教室

　9:00～11:30安井会館

29
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

14
木

介護予防教室

　13:30～大熊集会所

30
土

図書休室日

15
金

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

ウォーキングサークル

　13:30～15:00

　龍神保健センター

31
日

図書休室日

16
土

図書休室日

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。

平成28年1月　行事予定平成28年1月　行事予定平成28年1月　行事予定平成28年1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

※１月の陸上教室は１月４日（月）からとなります

龍神公民館だより 

平成２８年１月号 

（第３７９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    

１月８日（金１月８日（金１月８日（金１月８日（金））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成27年１１月末現在） 

総人口3,481人 

（男1,630 女1,851） 

 1,654世帯 

 

 

 

 謹んで新年のお喜びを申し上げます。 

 旧年中は、公民館活動に多大のご支援、ご協力を賜り心より厚くお礼申し上げます。 

 さて、龍神地域には、龍神公民館（市民センター）と７つの分館（龍神、宮代、東西、殿原、中山路、福井、

甲斐ノ川）があり、地域住民の方々のご協力を得ながら、公民館活動をすすめているところです。 

近年、少子高齢化が進み、地域の連帯感の希薄化が懸念される中で、公民館活動は地域の方々の連携を図る

重要な役割を担っていると考えております。 

本年も各分館、そして各種団体との連携を図り、この龍神村に住んでいてよかったと思える地域づくり人づ

くりの為、公民館事業のさらなる充実と生涯学習の推進に取り組んでまいりますので、公民館活動への変わら

ぬご支援、ご協力を賜りますようなにとぞよろしくお願い申し上げます。 

年頭にあたり、皆様方のご健勝とご多幸を心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。 

 

 

 

公民館長・分館長一同 

公民館職員一同 



 

 

 龍神行政局において第４日曜日に実施しております休日粗大ごみの受付場所が、

平成２７年１２月から「安井リサイクルセンター」に変更となっています。 

なお、平日の粗大ごみの受付は、今までどおり龍神行政局にて実施しておりま

すのでご注意下さい。 

また、搬入できるごみ等、詳しくは「ごみ収集カレンダー」をご覧いただくか、

下記までお問合せ下さい。 

〔お問合せ先〕龍神行政局 住民福祉課（電話78-０820） 

 

      

 

 第４３回龍神村駅伝競走大会が１月１７日（日）午前９時から下記の区間で開催されま

す。それに伴い、レース中は交通事故防止のため、コース内で一部交通規制を行います。

競技中の車の移動については、警察官や交通指導員、競技役員の指示に従い、徐行運転を

していただくなど、安全運転にご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 また、競技を行う選手達への沿道からのご声援をあわせてお願いします。 

《日 時》平成２８年１月１７日（日） 午前９時～１２時頃 

《場 所》安井 龍神体育館 ～ 西 龍神行政局 

 

    

    

    龍神村ゲートボール協会、龍神村体育協会では、新春打ち初めゲートボール大会の開催に

あたり、出場チームを募集しています。地域や職場、友人等でチームをつくり、新年を祝う

打ち初め会に参加しませんか。    

《日  時》 平成２８年１月２１日（木）午前８時４５分～ 

《場  所》 龍神ドーム 

《申し込み》 １月１５日（金）までに龍神教育事務所までお申し込みください。 

 

 

 

龍神市民センター・社会体育施設は年末年始の間休館となります。休館期間中は両施設とも利用できません

ので、ご了承ください。休館期間は次のとおりです。 

《休館日》 龍神市民センター  平成２７年１２月２９日（火）～平成２８年１月３日（日） 

   社会体育施設   平成２７年１２月２８日（月）～平成２８年１月４日（月） 

 

 

 

 

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） 

○歩こう会 日時：１月３日（日） １０：１５～ 場所：元湯別館集合 

 コース：元湯別館～天誅倉～深山荘～龍神温泉～季楽里（昼食）～皆瀬神社～曼荼羅の滝～元湯（入浴） 

 参加費：１，０００円 

○グラウンドゴルフ教室  日時：１月８日（金）１９日（火）２９日（金） 

  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 

 ※新年の陸上教室は１月４日（月）からとなります。 

 

  

 

《新着情報》 １２月中に  ３２     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。

《児童書》     １７ 冊 

☆名探偵シャーロック・ホームズ 

—四つの署名—／コナン・ドイル 

☆ねらわれたにちようび 

    （はじめてよむこわ～い話９）／三枝理恵 

☆戦国ベースボール〔３〕卑弥呼の挑戦状！ 

      信長ｖｓ聖徳太子！！／りょくち真太 

☆犬犬（わんわん）学園 キミがいるから。 

       —犬の飼いかたもわかっちゃう！— 

☆まんがで読む枕草子（学研まんが）／中島和歌子 

☆ぼく、仮面ライダーになる！ゴースト編／のぶみ 

☆くまのクリスマス／高橋和枝 

☆おおきいサンタとちいさいサンタ／谷口智則 

☆とうめいにんげんのしょくじ／塚本やすし 

☆サンタクロースになるひ／種村有希子 

《一般書》     １５ 冊 

☆だいじょうぶ。／今野由梨 

☆真田昌幸－徳川、北条、上杉、羽柴と渡り合い 

大名にのぼりつめた戦略の全貌－／黒田基樹 

☆大日本タイポ組合 

☆つい誰かに教えたくなる人類学 

６３の大疑問／日本人類学会教育普及委員会 

☆メイドインジャパンをぼくらが世界へ／山本典正 

☆エンピツ戦記—誰も知らなかった 

スタジオジブリ／舘野仁美 

☆ユートピア／湊かなえ 

☆人魚の眠る家／東野圭吾 

☆決戦！本能寺／伊東潤 

☆ヒトイチ画像解析／濱嘉之 

☆アレス（天命探偵Next Gear〔２〕）／神永学

《やまびこ号》 次の日程で巡回します。 

平成２８年 １月２７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２８年 １月 ８日（金） 

○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    

４４４４    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

木村木村木村木村    

き む ら

    芙実芙実芙実芙実    

ふ み

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

東保育園東保育園東保育園東保育園BBBB 組組組組    

２２２２    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

小川小川小川小川    

お が わ

    太馳太馳太馳太馳    

た い ち

くんくんくんくん    

中中中中山路小学校１山路小学校１山路小学校１山路小学校１年年年年    

２２２２    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

小川小川小川小川    

お が わ

    華澄華澄華澄華澄    

か す み

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

中山路小学校４中山路小学校４中山路小学校４中山路小学校４年年年年    


