
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 火
明るい笑顔街いっぱい運動

フリースペースあずまや

　10:00～11:30龍の里

17
木

家族介護教室

　13:30～15:00市民センター

2 水
18

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

就職相談

　10:00～15:30龍神行政局

3 木

幼児健診

　12:45～13:15受付

　保健センター

介護予防教室

　13:30～宮代老人憩いの家

19
土

図書休室日

4 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

20
日

図書休室日 春分の日

5 土

むらづくり龍神カレッジ

　15:30～市民センター

図書休室日

21
月

歩こう会（小森谷渓谷）

　8:30～市民センター出発

図書休室日

振替休日

6 日

グラウンドゴルフ大会(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

図書休室日

22
火

フリースペースあずまや

　10:00～11:30きずな館

7 月
23

水
小学校　卒業式

8 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）

　10:00～11:30保健センター

こころの健康相談日（要予約）

龍神中学校　卒業式

24
木

小中学校　終了式

南部高校龍神分校　終了式

9 水

安井介護教室

　9:00～11:30安井会館

介護予防教室

　13:30～大熊集会所

ウォーキングサークル

　13:30～保健センター

25
金

書道教室（A）

　19:00～市民センター

介護予防教室

　13:30～廣井原広栄会館

保育園　卒園式

10
木

乳児健診

　13:15～13:30受付

　保健センター

障害者相談

（要申込3月8日まで）

26
土

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝｷﾝｸﾞ子どもまつり

　13:00～市民センター

映画鑑賞会

　「怪盗グルーの月泥棒」

　15:00～市民センター

11
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

27
日

12
土

ふれあいスクール

　9:30～市民センター

28
月

13
日

29
火

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽあずまや（お別れ会）

　13:30～15:00龍の里

14
月

介護予防教室

　13:30～三ツ又集会所

30
水

15
火

地域交流ゲートボール

　8:15～龍神ドーム

介護予防教室

　9:30～白寿荘

フリースペースあずまや

　10:00～11:30龍の里

介護予防教室

　13:30～方栗会館

31
木

16
水

人権学習会

　13:30～15:00市民センター

健康相談

（要申込3月11日まで）

ふれあいサロンほて

　13:00～芝集会所

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3月　行事予定平成28年3月　行事予定平成28年3月　行事予定平成28年3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

龍神公民館だより 

平成２８年３月号 

（第３８１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    

３月１日（火３月１日（火３月１日（火３月１日（火））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成2８年1月末現在） 

総人口3,466人 

（男1,620 女1,846） 

 1,648世帯 

 

 

 田辺市青少年育成市民会議龍神地区協議会では、次のとおり「チャレンジ

ランキング子どもまつり」と「映画鑑賞会」を開催します。友達やご家族と

一緒に参加してみませんか。 

 「チャレンジランキング子どもまつり」 

 《日 時》 平成２８年３月２６日（土） 午後１時～３時 

《場 所》 龍神市民センター 

《内 容》 下記の８種目の全国や龍神地域の大会記録にチャレンジ 

します。 

      ・空き缶積み     ・輪ゴムとばし 

   ・紙ちぎりのばし   ・片足立ち 

   ・豆つまみ皿うつし  ・じゃんけんカード 

      ・サイコロ「１」出し ・洗面器お手玉投げ 

 

 「映画鑑賞会」 

《日 時》 平成２８年３月２６日（土） 午後３時～４時４５分 

《場 所》 龍神市民センター 大ホール 

《内 容》 「怪盗グルーの月泥棒」 

《無 料》 無料 

 

 

龍神公民館では田辺市人権擁護連盟龍神支部との共催で、次のとおり人権学習会を開催します。東日本大震

災から５年を迎え、災害の記憶と教訓を明日へつなげる為、被災地の現状について人権の視点から考えてみま

せんか。 

《日 時》平成２８年３月１６日（水） 午後１時３０分～午後３時 

《場 所》龍神市民センター ２Ｆ 大会議室 

《内 容》ＤＶＤ「東北のまち物語紙芝居化１００本プロジェクト」作品鑑賞 

     講演「東日本大震災５年・被災地の現状」 

        講師：芝本 洋子 氏 （田辺市人権擁護連盟理事長） 

 

 

 龍神公民館、龍神村体育協会では、「地域交流ゲートボール大会」を次のとおり開催

いたします。地域での参加チームを募集していますので、ぜひご参加下さい。 

《日  時》平成２８年３月１５日（火） 午前８時１５分 受付 

《場  所》龍神ドーム 

《参加資格》市内在住・在勤の方 

《参 加 費》参加者一人当たり３００円 ※当日受付時に納入下さい。 

《申込方法》申込用紙に必要事項を記入の上、５人一組にて龍神公民館までお申し            

込み下さい。 

《申込期限》３月１１日（金） ※申込用紙は龍神公民館にございます。 



 

 

 ２月１９日（金）龍神ドームで龍神村体育協会主催「２０１６年

新春打ち初めゲートボール大会」が開催されました。積雪の影響で

１月から延期になってはいましたが、７チームが参加し熱戦を繰り

広げました。 

 各チームとも、一打一打に一喜一憂しながら大変盛り上がってい

ました。今年も祇園チームが安定した実力を発揮し、見事に３連覇

を達成しました。おめでとうございます。入賞チームは次のとおり

です。 

《優勝》祇園   《準優勝》ゴマ山   《第３位》大熊 

 

  

 

 龍神公民館では、むらづくり龍神カレッジ「若者と一緒にむらづくり」～交流から始まる地域づくり～を開

催します。昨年は第２弾、「若者と一緒にむらづくり」～ワーキングホリデーの魅力と可能性～として、地域の

現状や課題についてなど話し合っていただきました。 

 今回は第３弾として、中山路生活圏寄合会と共催で、ワークステイを通して感じた「交流の魅力」や「これ

からの農村の可能性」についてお話を聞かせていただき、龍神村のむらづくりについて考えてみませんか。申

し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。 

 《日 時》 平成２８年３月５日（土）午後３時３０分～午後５時３０分 

 《場 所》 龍神市民センター ２階大会議室 

 《講 師》 藤田武弘教授（和歌山大学観光学部長） 

 《発 表》 和歌山大学 学生、受入農家、ほか 

 

 

 

家族で介護される方を対象に、基本的な介護技術や知識を身に付けていただくため「家族介護教室」を開催

します。現在介護をしている方はもちろんのこと、いざ介護というときのために、個人での参加はもとより、

ご夫婦、ご家族でぜひご参加ください。 

《日  時》平成２８年３月１７日（木）午後１時３０分～３時 

《場  所》龍神市民センター ２階 大会議室 

《定  員》４０名 

《内  容》講演「介護講座（介助動作について）」 

《講  師》南和歌山医療センター 理学療法士 橋本圭史 先生  （同）多田明恵 先生 

《申込方法》電話または窓口にて３月４日（金）までにお申し込みください 

《申 込 先》龍神行政局 住民福祉課 電話：７８－０８２０ 

 

 

 

 

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：３月 ８日（火）１８日（金） 

  １３：３０～ 場所：龍神広場 

○グラウンドゴルフ大会     日時：３月 ６日（日） １３：３０～ 場所：龍神広場 

○歩こう会（小森谷渓谷）    日時：３月２１日（月） ８：３０～ 場所：市民センター 

○陸上教室  日時：毎週（月）（金） １９：００～  場所：龍神中学校  

 

  

 

《新着情報》 ２月中に  ３４     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。

《児童書》     ２４ 冊 

☆一期一会ありがとうフィナーレ。 

—お得！—／マインドウェイブ 

☆ミュウとゴロンとおにいちゃん／小手鞠るい 

☆アカンやん、ヤカンまん／村上しいこ 

☆水晶玉を見つめるな！／赤羽じゅんこ 

☆ドラえもん ふしぎのヒストリー１ 

日本はじまる！／藤子・Ｆ・不二雄 

☆歴史を味方にしよう（心の友だち）／童門冬二 

☆遠野物語／柳田國男 

☆高山右近（コミック版日本の歴史）／加来耕三 

☆ひみつのとっくん—おしごとのおはなし 

              消防士—／佐川芳枝 

☆バーバパパとまぼろしのピラミッド 

／アネット・チゾン 

☆うめじいのたんじょうび／かがくいひろし 

☆ねこのピート はじめてのがっこう 

／ジェームス・ディーン 

☆みんがらばー！はしれはまかぜ／しろぺこり 

☆ブルくんのだいじなひ／エリック・ローマン 

《一般書》     １０ 冊 

☆科学者は戦争で何をしたか／益川敏英 

☆本当は結婚したくないのだ症候群 

—「いつか、いい人がいれば」の真相—／北条かや 

☆異類婚姻譚／本谷有希子（第154 回芥川賞受賞） 

☆つまをめとらば／青山文平（第154 回直木賞受賞） 

☆櫻子さんの足下には 

死体が埋まっている〔９〕狼の時間／太田紫織 

☆浮雲 心霊奇譚〔２〕妖刀の理／神永学 

☆ハーメルンの誘拐魔／中山七里 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《やまびこ号》 次の日程で巡回します。 

平成２８年 ３月 ４日（金） 

○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 ３月１１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    

べんけい号日程変更のお知らせべんけい号日程変更のお知らせべんけい号日程変更のお知らせべんけい号日程変更のお知らせ    

平成２８年４月平成２８年４月平成２８年４月平成２８年４月から、べんけい号の運行日

程が下記のとおり変更となります。ご利用の

際はご注意頂きますようお願いします。 

 

○龍神保健センター   

１０：００～１０：３０ 

○龍神温泉 

１１：００～１１：３０ 

○野々垣内○野々垣内○野々垣内○野々垣内    

１１：４０～１２：００１１：４０～１２：００１１：４０～１２：００１１：４０～１２：００    

○きずな館○きずな館○きずな館○きずな館    

１３：５０～１４：２０ 

○殿原老人憩いの家 

１４：４０～１５：１０ 

読書手帳のご案内読書手帳のご案内読書手帳のご案内読書手帳のご案内    

田辺市立図書館龍神分室では、 

ご自身が借りた図書の履歴を記入 

できる読書手帳を作成しています。どなたでもご自由にご利用いただけますの

で、ぜひご活用ください。 （図書室のカウンターに置いています） 


