
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 保育園入園式 17 水

2 火

介護予防教室

　9:30～上柳瀬多目的集会所

フリースペースあずまや

（子育てサークル）

　10:00～11:30龍の里

18 木

介護予防教室

　9:30～小家会館

障害児・者相談支援センター

（ゆめふる）相談

　（要申込4月１1日まで）

3 水

グラウンドゴルフ教室(龍神ＳＣ)

　13:30～龍神広場

19 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）

　18:45～龍神市民センター

介護予防教室

　13:30～三ツ又集会所

介護予防教室

　13:30～大瀬集会所

4 木 移動図書館「べんけい号」巡回 20 土

ふれあいスクール

　9:30～龍神市民センター

図書休室日

5 金

書道教室（B）開講式

　18:45～龍神市民センター

21 日 図書休室日

6 土 図書休室日 22 月

7 日 図書休室日 和歌山県議会議員一般選挙投票日 23 火 移動図書館「やまびこ号」巡回

フリースペースあずまや

（子育てサークル）

　10:00～11:30龍の里

8 月 小中学校入学式・始業式 24 水

9 火 明るい笑顔街いっぱい運動

フリースペースあずまや

（子育てサークル）（愛あい）

　10:15～11:15きずな館

龍神分校入学式

25 木

10 水 26 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）

　18:45～龍神市民センター

11 木 27 土

12 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）開講式

　18:45～龍神市民センター

介護予防教室

　11:30～北野集会所

ふれあいサロンほて

　11:30～芝集会所

28 日

13 土

ふれあいスクール

　9:30～龍神市民センター

29 月 図書休室日 昭和の日

14 日 30 火 図書休室日 国民の休日

15 月

16 火

介護予防教室

　9:30～白寿荘

フリースペースあずまや

（子育てサークル）

　10:00～11:30龍神保健センター

※育児サロン10:00～40分程度

平成31年4月　行事予定平成31年4月　行事予定平成31年4月　行事予定平成31年4月　行事予定

○陸上教室（龍神SC）毎週（月・金）　第１・３（水）

　19:00～龍神中学校グラウンド

　※春休み期間中の為、４月４日（木）14:00～15:00も実施

————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    

４４４４月９日（火月９日（火月９日（火月９日（火））））    

龍神地域 人口 世帯数（平成３１年2月末現在） 

総人口3,186人 

（男1,481 女1,705） 

 1,577世帯 

龍神公民館だより 

平成３１年４月号 

（第４１８号）  

編集 龍神公民館・龍神教育事務所 

  ＴＥＬ ７８－０３０１  ＦＡＸ ７８－０８９６ 

 小川博・辻勇夫・小杉公俊・町田里子・山崎いつ稀 

 

 

龍神教育事務所では、平成３１年４月１日付けで、次のとおり人事異動がありましたのでお知らせします。 

 

「離任」龍神教育事務所 主任 濱窄 忠人（水道部業務課へ異動） 

「着任」龍神教育事務所 主任 辻  勇夫（龍神行政局産業建設課から異動） 

 

新たな体制で４月からスタートします。よろしくお願い申し上げます。 

 ○所長 小川 博  ○事務担当 山崎 いつ稀 

 ○主任 辻  勇夫  ○学校用務員 吉本 哲夫 

 ○主査 小杉 公俊  ○管理人 田ノ岡 広明 

 ○図書担当 町田 里子  ○ＡＬＴ Ｗｏｏｄ Ｓｍｉｔｈ（ウッドスミス） 

 

 

 下記の日程で狂犬病予防集合注射を行います。犬の飼い主には、愛犬の登録、年１回の狂犬病予防接種を受

けさせることが義務付けられています。この機会をご利用し、登録、予防接種をお願いします。 

 

日程：平成３１年４月１０日（水）～４月１２日（金） 

①１０日（水）：午前９時３０分～午後２時３０分（龍神上～西） 

②１１日（木）：午前９時３０分～午後２時 ５分（丹生ノ川～上柳瀬） 

③１２日（金）：午前９時   ～午後２時２５分（西～小家） 

手数料 

 ①狂犬病予防接種     １頭につき ３，１９０円 

 ②登録手数料（未登録犬） １頭につき ３，０００円 

 

※まだ犬の登録をされていない方は、住民福祉課（℡78-0820）までお問い合わせください。 

※すでに登録されている方は、お知らせ（ハガキ）をご確認ください。 

 

 

 

 ご家族・本人さんだけで、悩んでいませんか？不登校のまま卒業・・・中退後自宅中心の生活をしてい

る・・・進学、あるいは、就職していたけれど途中で社会参加をしていない・・・まずは、電話・メールをい

ただけませんか？相談を定期的に続けていくうちに、徐々に元気をとり戻していきます。 

【お問い合わせ先】田辺市健康増進課 電話：０７３９－２６－４９０１（平日８：３０～１７：１５） 

         電話、FAX：０７３９－２６－４９３３（ひきこもり相談窓口専用） 

         E－Mail：shc@city.tanabe.lg.jp 

         HP：http//www.city.tanabe.lg.jp/kenkou/hikikomori/index.html 

 

★保健所にも「ひきこもり」相談窓口があります。 

田辺保健所 電話：０７３９－２２－１２００（代表）（平日９：００～１７：４５） 



 

 

 ３月２日（土）龍神市民センターで、田辺市青少年育成市民会議龍神地区協議会と龍神公民館との共催で恒

例の「チャレンジランキング子どもまつり」と「映画鑑賞会」を開催しました。村内外から５８名の参加者が

集まり、「豆つまみ皿うつし」や「空き缶積み」など、全８種目に挑戦しました。参加者のみなさんは難しい

種目に苦戦しながらも精一杯がんばっていました。チャレンジランキング終了後には毎年大人気の「駄菓子コ

ーナー」を今年もオープンし、開店前から長蛇の列ができていました。今年の映画鑑賞会では「BOSS 

BABY（ボス・ベイビー）」を上映し、子供から大人まで楽しく鑑賞していただきました。チャレンジランキ

ング各種目のチャンピオンは次のとおりです。（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：４月３日（水）１２日（金）１９日（金）２６日（金） 

   １３：３０～ 場所：龍神広場 

 ○陸上教室           日時：毎週(月)(金)及び第１・３(水)１９：００～ 場所：龍神中学校 

                    ※春休み期間中のため４月４日（木）の 

                          １４：００～１５：３０も陸上教室を実施します 

種   目 小学生の部 一般の部 

ジャンケンカード １２枚 五味 一真 上山路小学校 ９枚 加藤 雄仁 柳瀬保育園 

空き缶積み １０個 伊藤 明人 中山路小学校 ５個 山下 颯馬 東保育園 

輪ゴムとばし ９ｍ３５cm 伊藤 明人 中山路小学校 ５ｍ７０cm 岡本 健佑 柳瀬保育園 

洗面器お手玉投げ １３０点 天野 藍良 上山路小学校 ９０点 原  志晴 柳瀬保育園 

豆つまみ皿うつし ２２個 五味 ゆりの 中山路小学校 ７個 上村 咲 柳瀬保育園 

紙ちぎりのばし １ｍ ８cm 大垣内 流輝 中山路小学校 ０ｍ６２cm 上村 咲 柳瀬保育園 

片足立ち ２分２７秒 枽 彩陽 咲楽小学校 １分５８秒 山地 涼葉 龍神中学校 

サイコロ「１」出し １４回 大垣内 聖七 中山路小学校 １１回 山地 亜央斗 柳瀬保育園 

 

 

 

《新着情報》 ３月中に  １２９     冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。

《児童書》    ５７ 冊 

☆夕焼け色のわすれもの／たかのけんいち 

☆こわ～い！？わる～い！？おばけ虫／むらいかよ 

☆小説 映画ドラえもん 

のび太の月面探査記／辻村深月 

☆未確認生物大図鑑 

（ふしぎな世界を見てみよう）／山口敏太郎 

☆海賊世界へタイムワープ／細雪純 

☆うまくなる少年サッカー 

（学研まんが）／能田達規 

☆うまくなる少年野球（学研まんが）／田中顕 

☆知ってる？陸上競技 

—走る跳ぶ投げる—／朝原宣治 

☆危険生物最強王バトル！ 

—生物界NO．１決定戦！—／新宅広二 

☆ゆげゆげ～／さいとうしのぶ 

☆映画きかんしゃトーマスGo！Go！ 

     地球まるごとアドベンチャー 

          ／ウィルバート・オードリー 

☆騎士竜戦隊リュウソウジャー＆全スーパー戦隊 

   超パワー大ずかん！！—テレビマガジン— 

 

《やまびこ号》  

平成３１年４月２３日（火） 

○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 

《一般書》     ７２ 冊 

☆カラダに効く食材＆食べ合わせ 

食べ方で差がつく！／小池澄子 

☆パリの小さな美術館 

—思わぬ出会いに心ときめく—／原田マハ 

☆肉好き —肉好きに捧げる 

肉好き１２衆による感動レシピ４８— 

☆札幌 小樽 富良野 旭山動物園 

（大人絶景旅—日本の美をたずねて—） 

☆永田町小町バトル／西條奈加 

☆まつらひ／村山由佳 

☆わるもん／須賀ケイ 

☆東京の子／藤井太洋 

☆泣くな研修医／中山祐次郎 

☆かたわれどき（「まんまこと」シリーズ〔７〕） 

／畠中恵 

☆大聖堂の殺人～The Books～／周木律 

☆ジャンヌ／河合莞爾 

☆エスケープ・トレイン／熊谷達也 

 

《べんけい号》 次の日程で巡回します。 

平成３１年４月４日（木） 

○龍神保健センター １０：００～１０：３０ 

○龍神温泉     １１：００～１１：３０ 

○野々垣内     １１：４０～１２：００ 

○きずな館     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    

１１１１    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

上村上村上村上村    

う え む ら

    咲咲咲咲    

さ き

ちゃちゃちゃちゃんんんん    

中山路小学校１年生中山路小学校１年生中山路小学校１年生中山路小学校１年生    

１１１１    冊冊冊冊    目目目目    達達達達    成成成成    でででで    すすすす    ！！！！    

深瀬深瀬深瀬深瀬    

ふ か せ

    元斗元斗元斗元斗    

げ ん と

くくくくんんんん    

中山路中山路中山路中山路小学校２小学校２小学校２小学校２年生年生年生年生    


