
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

2 火

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

18
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

介護予防教室

　13:30～湯ノ又集会所

介護予防教室

　13:30～下柳瀬地区集会所

健康相談

（要申込2月12日まで）

障害者相談

（要申込2月12日まで）

3 水
19

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

4 木
20

土
図書休室日

5 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～東集会所

21
日

図書休室日

6 土
図書休室日 22

月

7 日
図書休室日 23

火

フリースペースあずまや

　10:00～きずな館

子育てサロン

　13:30～15:00

　龍神保健センター

8 月

介護予防教室

　13:30～殿原老人憩いの家

24
水

介護予防教室

　13:30～龍神会館

9 火

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

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～龍神保健センター

25
木

10
水

安井介護教室

　9:00～11:30安井会館

ウォーキングサークル

　13:30～15:00

　龍神保健センター

26
金

書道教室（A）

　19:00～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

11
木

建国記念の日 27
土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

12
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

介護予防教室

　13:30～丹生ノ川振興館

28
日

13
土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

安井介護教室

　9:00～11:30安井会館

29
月

14
日

15
月

16
火

フリースペースあずまや

　10:00～龍の里

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2月　行事予定平成28年2月　行事予定平成28年2月　行事予定平成28年2月　行事予定

○田辺市立図書館（たなべる）休館（蔵書点検のため）

　２月１５日（月）～２月２５日（木）

○陸上教室（龍神SC）毎週（月・金）19:00～龍神中学校グラウンド

○平成２７年分所得税確定申告及び平成２８年度個人市県民税申告

　２月１６日（火）～３月１５日（火）

龍神公民館だより 

平成２８年２月号 

（第３８０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    

２月１日（月２月１日（月２月１日（月２月１日（月））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成27年12月末現在） 

総人口3,473人 

（男1,624 女1,849） 

 1,651世帯 

 

 

 市県民税の申告をされる方のため、龍神行政局で休日申告相談を行います。 

 当日は、筆記用具、印鑑及び源泉徴収票などの必要書類をご持参下さい。 

《日 時》 平成２８年２月２８日（日） 午前９時～午後４時 

《場 所》 龍神行政局 １階 会議室 

 また、所得税の確定申告をされる方は、「税理士による申告会場の開設及び確定申告の相談・受付」をご利用

下さい。 

《日 時》 平成２８年２月２５日（木） 午前９時３０分～正午・午後１時～午後４時 

《場 所》 龍神行政局 ２階 大会議室 

○お問い合せ  龍神行政局住民福祉課（電話：７８－０８１０） 

 

 

龍神村陸上競技協会では、１月１６日（土）田辺スポーツパー

ク陸上競技場において「ジュニア陸上教室」を開催しました。 

大阪ガス陸上競技部の国内トップクラスの選手３名を講師に迎

え、田辺市内だけではなく近隣の市町村からも併せて２６０人が

参加しました。小学生・中高生（短距離）・中高生（ハードル）の

３組に分かれ、小学生は木村淳選手、中高生（短距離）は江里口

匡史選手、中高生（ハードル）は吉田和晃選手に指導いただきま

した。国内トップクラスの選手が普段どのような練習をし、どの

ような事を考えながら練習に取り組んでいるのかなどを知る事が

でき、参加した児童

生徒にとって大変貴

重な体験になったの

ではないでしょうか。

この貴重な経験を生

かして、これからも

日々の練習に頑張っ

てもらいたいと思い

ます。 

 

 

 

 龍神分館、龍神小学校、ＰＴＡの共催で、１月１９日（火）に

龍神小学校において防災学習会を開催しました。小学生から大人

の方までが参加し、中辺路大塔消防署龍神出張所の職員を講師に

迎え、簡易担架の体験、煙体験や消火器による消化訓練などを行

いました。普段の生活では体験できないことを学習でき、いざと

いう時の知識を深めるよい学習会となりました。 

 



 

 

 １月１７日（日）に龍神体育館を主会場として第４３回龍神村駅伝

競走大会が開催されました。村内小中学生のほか、今年は南部高校龍

神分校野球部の部員も参加していただき、村内からあわせて２２２名

の参加となりました。コースは龍神体育館から龍神行政局前の間で、

天候にも恵まれ、参加した選手達は日頃の練習の成果を発揮して力い

っぱい頑張っていました。 

 各部門の入賞者（チーム）と区間賞は次のとおりです。（※敬称略） 

【小学生の部】２０チーム参加 

 《優 勝》 咲楽小学校A （１２分２４秒） 〈岡本桐弥・小柳飛空・水田咲希歩・溝口陽太〉 

 《２ 位》 中山路小学校A （１２分４１秒） 〈鋪谷奏雨・手谷大夢・深瀬央登・中田咲良〉 

 《３ 位》 上山路小学校A （１２分４４秒） 〈山本あやか・古久保壮舞・寒川彰吾・﨑山佳恵〉 

 《４ 位》 中山路小学校B （１３分４６秒） 〈小川千宙・深瀬結羽・岩本天音・小川朋羽〉 

 《５ 位》 龍神小学校A （１３分４８秒） 〈栗原朱音・岸華音・小坂紗麗・濵口るな〉 

 《６ 位》 中山路小学校C （１３分５５秒） 〈下村太一・中田璃桜渚・松本遥乙・重根温斗〉 

 《７ 位》 上山路小学校C （１３分５６秒） 〈寒川彩羽・寒川文音・深瀬羽夏・松本琉雅〉 

 《８ 位》 上山路小学校B （１４分０７秒） 〈田ノ岡蓮・北田花菜・古久保遥菜・手谷萌依〉 

 《９ 位》 龍神小学校B （１５分００秒） 〈小澤碧・寒川櫂人・正木照乃・山本晴〉 

 《１０位》 咲楽小学校B （１５分１５秒） 〈吉本音々・小柳苺香・伊藤鷲・小川貴弘〉 

 《区間賞》１区 岡本桐弥 咲楽小学校A  （３分３３秒） ２区 古久保壮舞 上山路小学校A（２分３２秒） 

  ３区 深瀬央登 中山路小学校A（２分１６秒） ４区 中田咲良  中山路小学校A（３分４３秒） 

【一般女子の部】２チーム参加 

 《優 勝》 龍神中テニス部 （１６分５８秒） 〈松本凛・渡瀨志ずか・中田姫歌・西川ちひろ〉 

 《区間賞》１区 松本凛   龍神中テニス部（４分３６秒） ２区 渡瀨志ずか 龍神中テニス部（３分５９秒） 

 ３区 中田姫歌 龍神中テニス部（３分２７秒） ４区 溝口桃香   龍神中卓球部  （４分３７秒） 

【一般男子の部】１２チーム参加 

 《優 勝》 南部高校龍神分校野球部A （２２分３９秒） 〈菱谷有馬・北垣輝・吉川輝樹・正賀蓮〉 

 《区間賞》 １区 菱谷有馬 南部高校龍神分校野球部A （6 分１５秒） 

  ２区 北垣輝 南部高校龍神分校野球部A （５分０２秒） 

  ３区 吉川輝樹 南部高校龍神分校野球部A （５分２２秒） 

  ４区 正賀蓮 南部高校龍神分校野球部A （６分００秒） 

【一般男子の部・社会人の部】４チーム参加 

 《優 勝》 せんだん駅伝部A （３１分０８秒） 〈中田涼太・重根孝・中田博己・玉置裕紀〉 

【申告ジョギング】 

 《優 勝》廣岡蓮   中山路小学校（タイム差１秒） 《２ 位》大垣内流輝 中山路小学校（タイム差２秒） 

 《２ 位》山本凜   中山路小学校（タイム差２秒） 《４ 位》大垣内聖七 中山路小学校（タイム差３秒） 

 《５ 位》小澤陸   龍神小学校  （タイム差４秒） 《５ 位》宮本琉斗   中山路小学校（タイム差４秒） 

 《５ 位》中田修聖 中山路小学校（タイム差４秒） 

 

 

 

 

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：℡78-0301（龍神教育事務所） 

○グラウンドゴルフ教室  日時：２月９日（火）１８日（木）２６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  

 

  

 

《新着情報》 １月中に  ５３     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。

《児童書》     ３８ 冊 

☆ショコラの魔法 

イスパハン薔薇の恋／みづほ梨乃 

☆エイプリルと魔法のおくりもの／あんびるやすこ 

☆真田幸村と忍者サスケ／吉橋通夫 

☆ドタバタヒーロー ドジルくん 

    モンスターの森で大ぼうけん／大空なごむ 

☆ディズニーインフィニティ—集まるディズニー 

の仲間たち—／エイミー・ワインガルトナー 

☆怪盗探偵山猫／神永学 

☆イッキによめる！ 

天才武将真田幸村３３の謎／楠木誠一郎 

☆図解大辞典 日本の妖怪 

—人気妖怪１３０大集合！—／ながたみかこ 

☆ママはお医者さん 

     －おしごとのおはなし—／あさのあつこ 

☆ゆきだるまうさぎ／えがしらみちこ 

☆おふろやさんのまねきねこ／とよたかずひこ 

☆まめまきバス／藤田ともひこ 

☆がたごとがたごと 

    しゅっぱつしんこう／たかいよしかず 

☆にっぽんしょうがっこう／のぶみ 

《一般書》     １５ 冊 

☆ドライフラワーの飾り方—お部屋がもっと 

お洒落になるアイデア集—誠文堂新光社 

☆怪談・呪い神／山口敏太郎 

☆しぐさで読む美術史／宮下規久朗 

☆日本人の９割が答えられない 

日本の大疑問１００／話題の達人倶楽部 

☆ブルーアウト／鈴木光司 

☆関羽を斬った男／吉川永青 

☆帰ってきた腕貫探偵／西澤保彦 

☆決戦！三國志／木下昌輝 

☆真実の１０メートル手前／米澤穂信 

☆お伊勢まいり（新・御宿かわせみ〔６〕） 

／平岩弓枝 

 

 

 

 

 

 

 

 

《やまびこ号》 巡回はお休みとなります。 

 

《べんけい号》 次の日程で巡回します。 

平成２８年 ２月 ９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 

 

 ※田辺市立図書館（たなべる）は、２月１５日（月）から 

  ２月２５日（木）まで蔵書点検のため休館となります。 

 

 

『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    

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    ！！！！    

西山西山西山西山    

に し や ま

    緋世莉緋世莉緋世莉緋世莉    

ひ よ り

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

咲楽小学校４咲楽小学校４咲楽小学校４咲楽小学校４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    ！！！！    

寒川寒川寒川寒川    

そ う が わ

    幸音幸音幸音幸音    

ゆ き ね

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

上山路小学校３上山路小学校３上山路小学校３上山路小学校３年年年年    

６６６６    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

寒川寒川寒川寒川    

そ う が わ

    夕鶴羽夕鶴羽夕鶴羽夕鶴羽    

ゆ づ は

ちゃんちゃんちゃんちゃん    

上山路小学校５上山路小学校５上山路小学校５上山路小学校５年年年年    


