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編集 龍神公民館・龍神教育事務所 

Ｔ Ｅ Ｌ  78－0301  Ｆ Ａ Ｘ  78－0896 

濱窄忠人・古久保雅之・吉本圭佑・町田里子・山崎いつ稀 

―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 

４月９日（金） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年２月末現在) 

総人口2,994人 

（男1,393 女1,601） 

 1,536世帯  

 龍神教育事務所では、令和３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い

たします。 

 「離任」龍神教育事務所 所長 小川  博  （龍神行政局住民福祉課へ異動） 

 「着任」龍神教育事務所 主任 古久保 雅之 （議会事務局から異動） 

 新たな体制で４月からスタートします。よろしくお願いいたします。 

  〇所長    濱窄 忠人  〇事務担当  山崎 いつ稀 

  〇主任    古久保 雅之 〇学校用務員 吉本 哲夫 

  〇主事  吉本 圭佑  〇ALT       Ｂright Ｍatthew(ブライト マシュー) 

  〇図書担当 町田 里子  〇管理人   田ノ岡 広明 

 スポーツウェルネス吹矢では、４月からの偶数月の第４土曜日（今回は４月24日）の午後７時00

分～午後８時30分の間、龍神市民センター２Ｆで体験吹矢を行います。性別、年齢を問わず、どな

たでも楽しく無料で体験できます。 

 体験を希望される場合、事前予約を龍神公民館（0739-78-0301）までお願いいたします。また、

コロナウイルス感染症対策のため、マスクをご持参ください。 

 田辺市青少年育成市民会議龍神地区協議

会では、新型コロナウイルス感染対策を実

施し、龍神村内小学生以下を対象に「チャ

レンジランキング子どもまつり」を開催し

ました。コロナ禍の中、52名が参加し、８

種目の競技にチャレンジしました。 

 今回は、小学６年生の溝口和花さんが、

空き缶積みの競技で龍神村内記録を更新す

る11個を達成しました。 

 以下、大会記録です。 

  小学生の部 保育園児の部 

ジャンケンカード 11枚    小柳 壮真 11枚    小川 修世 

空き缶積み 11個    溝口 和花 ６個  信貴 大和 

輪ゴムとばし ７ｍ72cm  中小野 元信 5ｍ42cm  信貴 大和 

洗面器お手玉投げ 120点  西川 柊花 140点  小川 修世・水田 瑛心 

豆つまみ皿うつし 32個  渡瀬 唯菜 20個  加藤 雄仁 

紙ちぎりのばし １ｍ07cm  西川 柊花 68.5cm  信貴 大和 

片足立ち 52秒  小柳 和奏 20秒  加藤 雄仁 

サイコロ「１」出し 12個 大垣内 遥陽 10個      信貴 大和・大江 花歩 

 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：令和３年４月８日（木）午前９時３０分～午後３時２５分（龍神上～上柳瀬） 

 ９日（金）午前９時３０分～午後３時１５分（丹生ノ川～小家） 

手数料：狂犬病予防接種     １頭につき ３，２５０円 

登録手数料（未登録犬） １頭につき ３，０００円 

 

※昨年度までと日程が大きく変更しています。 

※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。 

※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。 

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。 

○グラウンドゴルフ教室   日時：４月９日(金)14日(水)22日(木)30（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   

 

処理機器を使用することにより、各家庭でごみ減量が図られ、生ごみを堆肥として再利用するこ

とができます。 

 

■交 付 要 件  市に住民票のある世帯の世帯主が、市内の販売店で処理機器を購入し(通信販 

   売やネット販売は対象外、購入後５年を経過しての買換えは可能)、市内に設 

   置すること 

 

■補助対象機器 密閉式バケツ容器、コンポスト容器、電気式生ごみ処理機 

  

■補 助 金 額 本体価格（購入価格から消費税及び配達料等を除く額）の２分の１以内で 

   上限は２万円（100円未満は切捨て） 

■補助対象個数 １世帯につき電気式生ごみ処理機１基又は生ごみ堆肥化容器にあっては２基 

   （ただし、予算の範囲内で先着順） 

 

■申    請 処理機器を購入する前に指定の申請書に必要事項をご記入の上、令和４年３月 

   中頃までに、郵送又は直接提出してください。申請書は、玄関案内係（本庁舎 

   ２階）、健康増進課（市民総合センター２階）、各行政局、各連絡所（万呂、 

   ひがし、三栖コミュニティセンターを含む。）、廃棄物処理課（市ごみ処理 

   場）、水道事業所で配布しているほか、ホームページからも取得できます。 

■問  合  せ 廃棄物処理課廃棄物対策係 

   〒646-0053 元町2291-6  ☎0739-24-6218 

   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.city.tanabe.lg.jp/seisou/recycle/namagomi.html) 

http://www.city.tanabe.lg.jp/seisou/recycle/namagomi.html


≪一般書≫  ３１ 冊 

☆親子で楽しく学べる 人気ＹｏｕＴｕｂｅ動  

 画の作り方     ／山之内真 

☆ハラスメント大全 ―それ、やってはいけな 

 い！―      ／野原蓉子 

☆最高の二世帯住宅をデザインする方法 

          ／ａｒｅａ045 

☆こども おうち あそび大全 ―０・１・２歳 

        ／横山洋子 

☆最新 日本の農業図鑑         ／八木宏典 

☆マンガと語呂で一発暗記！ ゴロゴロ英単語 

           ／ゆきち先生 

☆アニメーションの女王たち ―ディズニーの 

 世界を変えた女性たちの知られざる物語― 

          ／ナサリア・ホルト 

☆会話を整える ―なぞかけの整え方でビジネ 

  ス思考が広がる！会話力が大幅アップする！ 

        ／ねづっち 

☆天久鷹央の事件カルテ スフィアの死天使 

         ／知念実希人 

☆名探偵のはらわた     ／白井智之 

☆レッド・イカロス 警視庁捜査一課八係  

 警部補・原麻希     ／吉川英梨 

☆イエロー・エンペラー 警視庁捜査一課八係 

  警部補・原麻希     ／吉川英梨 

☆わんダフル・デイズ      ／横関大 

☆ラスプーチンの庭     ／中山七里 

☆灰の劇場       ／恩田陸 

☆ネスト・ハンター 憑依作家 雨宮縁／内藤了 

☆悪魔のトリック     ／青柳碧人 

☆俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 

        ／桜木紫乃 

☆麦本三歩の好きなもの 第２集   ／住野よる 

『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 

３月中に  ６２  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪児童書≫  ３１ 冊 

☆名探偵マリエラ ぎわくのカップケーキ 

     ／ケイト・パンクハースト 

☆炎炎ノ消防隊〔３〕最強消防官－新門 紅丸 

         ／緑川聖司 

☆１ねん１くみの女王さま    ／いとうみく 

☆世にも奇妙な商品カタログ〔１〕～〔６〕 

                       ／地図十行路 

☆名探偵コナン コナンと海老蔵 歌舞伎十八番 

  ミステリー       ／水稀しま 

☆思い、思われ、ふり、ふられ ―映画ノベライズ― 

      ／はのまきみ 

☆放課後、きみがピアノをひいていたから〔７〕 

 プレゼント     ／柴野理奈子 

☆手作りって楽しい！はじめての手芸 フェルトで 

 つくる     ／寺西恵里子 

☆ナゾ解き 論理脳パズル ―読む力と考える力が 

 身につく！―     ／北村良子 

☆こども植物研究所    ／主婦の友社 

☆つくって役立つ！防災工作 ―水・電気・ガスが 

 使えないくらしを考える―   ／プラス・アーツ 

☆身近なアノ名前クイズ１００ ―きっと誰かに話し 

 たくなる！― 

☆どっちが強い！？ リカオンｖｓモリイノシシ 

  ―最強はんたーの激突！―  ／スライウム 

☆もしかして…   ／クリス・ホートン 

☆うちゅうじんがくれたもの   ／山崎たかし 

☆くまのルイス ／ジュリー・ローウィン・ゾック 

☆おすしやさんにいらっしゃい！ 

  ―生きものが食べものになるまで―  ／遠藤宏 

☆ムーミン谷のなかまたち ―真冬のご先祖さま― 

         ／トーベ・ヤンソン 

☆おにぎり！       ／村上康成 

☆なんでもない      ／鈴木のりたけ 

☆ひそひそ こしょこしょ 

  ―ささやきごえでよむえほん―／うちむらたかし 

《べんけい号》       令和３年４月２日（金） 

 ○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 

《やまびこ号》     令和３年４月20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 

発行日 

令和３年４月行事予定 

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 木  各保育園入園式  17 土 図書休室日 ふれあいスクール 

2 金 

移動図書館「べんけい号」 

巡回 

書道教室（B）18：30～ 

開講式 龍神市民センター 

  18 日 図書休室日  

3 土 図書休室日   19 月   

4 日 図書休室日   20 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～龍神市民センター 

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 

5 月    21 水   

6 火  
フリースペースあずまや 

（子育てサークル） 

10：00～龍神市民センター 
 22 木 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

7 水    23 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
 

8 木  
小中学校入学式・始業式 

介護予防教室 

13：30～東集会所 
 24 土   

9 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（A）18：30～ 

開講式 龍神市民センター 

龍神分校入学式 

東京オリンピック聖火リレー 

（田辺市） 
 25 日   

10 土  ふれあいスクール  26 月   

11 日    27 火  

フリースペースあずまや 

（子育てサークル） 

子育てサロン 

10：00～龍神市民センター 

12 月    28 水   

13 火  

フリースペースあずまや 

（子育てサークル）愛あい 

10：00～龍神市民センター 

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

村内で花見 

 29 木 図書休室日 昭和の日 

14 水 
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 

13：30～丹生ノ川振興館 

障害児･者相談支援センター 

（にじのわ）相談 

（４月９日まで要申込） 

 30 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）18：30～ 

龍神市民センター 

 

15 木  
介護予防教室 

９：30～小家会館 

〇陸上教室(龍神SC)毎週(月・金)と第１・３(水) 

 19：00～ 龍神中学校グラウンド   
16 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～宮代老人憩いの家 


