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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 

７月１日（木） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年５月末現在) 

総人口2,960人 

（男1,377 女1,583） 

 1,531世帯  

 龍神公民館では、７月３日（土）・７月５日（月）～７月７日（水）に、七夕の飾りづくり及び

展示を行います。 

 地域の皆さまにも飾付けをしていただくため、龍神市民センターの玄関付近に折り紙や短冊を書

くスペースを設けますので、ご自由に飾付けしていただけたらと思います。コロナ禍の情勢の中、

少しでも願いが込められた笹飾りを展示いたしますので、是非、お誘い合わせの上、ご来場くださ

い。 
 

【笹飾りづくり及び展示】 

 ■日 時：７月３日（土）・７月５日（月）～７月７日（水）※龍神市民センター開館時 

 ■場 所：龍神市民センター玄関付近 

 ■道具等：笹・色紙・短冊・こより・のり・ハサミ等は公民館で用意します。 

 ■その他：展示した笹飾りは、笹の状態等により早めに撤去する場合があります。 

 龍神小学校において、令和３年６月24日(木)に自衛隊による防災デイキャンプが行われました。当日は、

龍神小学校の児童11名と保護者及び学社融合推進協議会委員が参加し、携行食調理体験や防災用品の活用体

験を通して、防災意識の向上を図りました。 

 ロープワーク体験や土嚢作成体験など、災害を想定した体験活動を、実際の災害現場の話も交えながら実

施しました。 

 また、子供だけでなく大人も同じ体験活動を一緒に行うことで、防災について話をする機会になり、防災

への関心が高まったと思います。

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：７月２日(金)７日(水)16日(金)21日（水）13：30～ 場所：龍神広場 

〇ビーチボールバレー大会 日時：７月28日(水)         19：30～ 場所：市民体育館(安井)   

○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   

 

土嚢作成体験 自衛隊装備品体験 
同じ料理ばかり食べている・料理があまる。このような食生活と料理

をお助けする「救菜レシピ」の７・８月号を発行します。 

今回は夏バテの予防に役立つ【梅干入り豚のしょうが焼

き】をメインにしました。酸味のあるさっぱり感をお試しいただき、

そこからの作り替えをお楽しみに！ 

また、みなさんからいただいたアイデア料理は「そうめん」特集

になっています。残った麺をよりバランス良く食べるための楽しいアイ

デアがいっぱい！ぜひ参考にしてみてください。 

 市営プール（もりいこいの広場プール・湯ノ又プール・安井プール・福井プール・近野プール・

本宮プール）については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一般開放は中止とさせて

いただきます。 

 なお、龍神地区については、市営プールを利用して学校の水泳授業を行っており、今年度、市内

各学校の水泳授業が実施されることから、学校プール（専用）として７月末まで開設いたします。   

 利用者の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

 毎年皆さまに取り組んでいただいております、龍神村一斉美化清掃を次のとおり実施致します。
皆様の積極的なご参加、ご協力をお願いします。 
 開始時間や作業内容などの詳細は各区各班で決定しますので、事前にご確認ください。 

 

《龍神村一斉美化清掃≫ 令和３年７月25日（日） ※少雨決行 

 例年、公民館だより７月号において、村民文化祭の参加者を募集しているところですが、新型コ

ロナウイルス感染状況を鑑み、「舞台発表」開催の可否を、８月末頃に村民

文化祭実行委員会にて判断することとなりました。 

 つきましては、今年度の村民文化祭参加者募集（舞台発表）を公民館だより７月号では行わず、

公民館だより９月号にて、開催する場合は参加者募集（舞台発表）を掲載し、開催しない場合は中

止を掲載しますので、ご了承ください。 

 なお、「作品展」につきましては、７月予定の第１回実行委員会にてご審議いただきま

す。 



≪一般書≫  ３０ 冊 

☆好きのパワーは無限大-挫折から学んだ多くのこ 

  と、笑顔のヒミツがココにある- ／ハラミちゃん

☆東大メンタル -「ドラゴン桜」に学ぶ やりたく 

 ないことでも結果を出す技術-    ／西岡壱誠 

☆ゆったりステキな、シニアのワンピース 

☆ワタナベマキの梅料理      ／ワタナベマキ 

☆退屈な日常を破壊する都市伝説    ／灯野リュウ 

☆ＤＩＹ ＭＡＧＡＺＩＮＥ 日々をつくる 

         ／ＤＩＹ ＭＡＧＡＺＩＮＥ ｓｅ-ｃｈｉ 

☆間取りと工夫で「居心地のいい家」ベスト５０ 

       ／主婦の友社 

☆ポール・スミザーの 「これからの庭」 

      ／ポール・スミザー 

☆カード師         ／中村文則 

☆ヒポクラテスの悔恨     ／中山七里 

☆月下のサクラ      ／柚月裕子 

☆化学探偵 Ｍｒ．キュリー[１０]     ／喜多喜久 

☆ミステリー・オーバードーズ      ／白井智之 

☆雷神        ／道尾秀介 

☆神話の密室 天久鷹央の事件カルテ ／知念実希人 

☆甘美なる誘拐     ／平居紀一 

☆はじめましてを、もう一度。   ／喜多喜久 

☆火車の残花 ―浮雲心霊奇譚―     ／神永学 

☆閃光スクランブル     ／加藤シゲアキ 

☆Ｂｕｒｎ． ―バーン―    ／加藤シゲアキ 

☆キミの隣でオレンジ色の恋をした        ／由侑 

☆一生分の好きを、君に捧ぐ。        ／小粋 

『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/shougai/kouminkan/kanpou2021/index.html 

７月中に  ５５  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪児童書≫  ２５ 冊 

☆青鬼調査クラブ[４]怪物たちの島を攻略せよ！ 

       ／波摘 

☆あいがあれば名探偵（ミルキー杉山のあなたも名 

 探偵シリーズ[２３]）     ／杉山亮 

☆ベサニーと屋根裏の秘密 

  ／ジャック・メギット・フィリップス 

☆カイトとルソンの海    ／土屋千鶴 

☆作家になりたい！[７]～[９]     ／小林深雪 

☆いちばん強いヤツはだれだ！？ 危険生物ｖｓ恐 

 竜・古生物 超バトル図鑑    ／新宅広二 

☆ネコのクイズ図鑑（学研の図鑑LIVE） 

☆イヌのクイズ図鑑（学研の図鑑LIVE） 

☆昆虫（GET！角川の集める図鑑）   ／丸山宗利 

☆動物（GET！角川の集める図鑑）   ／小菅正夫 

☆そらをとぶ のりものえほん   ／秋本俊二 

☆ねこねこほいくえんおさんぽカー     ／北岸由美 

☆それいけ！アンパンマン アニメえほんブックヒー 

  ローズ２ カレーパンマンとフランケンロボくん 

           ／やなせたかし 

☆ヒカリの森の黒うさぎ どっちがおもい？ 

     ／なとりゆういちろう 

☆すごすぎる天気の図鑑 ―空のふしぎがすべてわか 

 る！―     ／荒木健太郎 

☆カブトムシの音がきこえる –土の中の１１か月- 

        ／小島渉 

☆恐竜（GET！角川の集める図鑑）   ／小林快次 

☆すてきな ひとりぼっち    ／なかがわちひろ 

《べんけい号》     令和３年７月６日（火） 

 ○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７月９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 たけひとさん３冊目 

(小学１年生) 
みなつさん３冊目 

発行日 

令和３年７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 明るい笑顔街いっぱい運動   17 土 図書休室日 
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

2 金 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～殿原老人憩いの家 
 18 日 図書休室日  

3 土 図書休室日 
ふれあいスクール（七夕飾り） 

9：30～龍神市民センター 
 19 月   

4 日 図書休室日   20 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 

障害児･者相談支援センター 

（にじのわ）相談 

（７月16日まで要申込） 

5 月    21 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
 

6 火 移動図書館「べんけい号」 

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 

13：30～大熊集会所 

 22 木 図書休室日 海の日 

7 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
  23 金 

図書休室日 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

スポーツの日 

8 木    24 土   

9 金 
移動図書館「やまびこ号」 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～廣井原広栄会館 
 25 日  

龍神村一斉美化清掃 

※少雨決行 

10 土    26 月   

11 日    27 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 

12 月  
龍神中学校清掃ボランティア 

13：30～殿原小学校 
 28 水 

龍神SCビーチボールバレー

大会 19：30～市民体育館 
 

13 火  

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

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 

介護予防教室 

13：30～三ツ又集会所 

13：30～方栗集会所 

こころの健康相談 

（７月６日まで要申込） 

龍神中学校清掃ボランティア 

13：30～甲斐ノ川小学校 

 29 木   

14 水    30 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

15 木  

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

乳幼児健診(受付時間個別案内) 

龍神保健センター 

龍神中学校清掃ボランティア 

13：30～大熊コミセン 

 31 土 図書休室日  

16 金 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

 
 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 


