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編集 龍神公民館・龍神教育事務所 
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濱窄忠人・古久保雅之・吉本圭佑・町田里子・安達紀和美 

―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 

９月１日（水） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年７月末現在) 

人口 2,942人(男1,370  女1,572) 1,530世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和３年７月末現在) 

人口71,223人(男33,512女37,711)35,135世帯 

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：９月１日(水)10日(金)15日(水)22日（水）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 

 

夏休み子供の居場所づくり事業 主な行事 

月 日 曜日 講師 内容 

７ 28 水 手塚 聖香 お話、ヨガ 

７ 29 木 わたぼうし 読み聞かせ 

７ 30 金 冨田 進 モルック ※雨天、室内ペタンク 

８ ２ 月 和歌山県 ジビエのお話 

８ ４ 水 和歌山県 食品ロス問題を知ろう 

８ 11 水 手塚 聖香 ワークショップ 

８ 17 火 龍神消防分署 避難訓練 ※県の減災教室はコロナにより中止 

８ 23 月 冨田 進 グランドゴルフ ※雨天、囲碁ボール 

８ 26 木 ― 夏祭り、わたぼうしさん読み聞かせ 

※川遊びについては、全４回、天候不良のため中止 

 龍神教育事務所では、小学校の長期休業日に児童が安心して安全に過ごすことができる居場所を確保

し、次代を担う児童の健全育成に資することを目的として、子どもの居場所づくり事業を指導員及び講師

の皆様の協力のもと、実施しています。 

 今年の夏休みについては、令和３年７月21日から令和３年８月31日（土曜日、日曜日、祝日、お盆を除

く）まで、以下の通り実施しましたので、その様子をお知らせいたします。 

   

 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9・10月号を発行しました。 

 今回紹介するのは、暑さに疲れた体に優しく、たんぱく質豊富な

豆腐料理。秋を意識した「きのこ豆腐」を、色々な料理へと救済し

ます！ 

 また、みなさんからのアイデアは「大豆」を使った料理です。大

豆を使った美味しい料理を考えていただきました。 

 疲労回復の万能食材である大豆・豆腐。しっかり食べて、体に栄

養を補給してあげましょう！ 

 令和６年３月の完成を目指して取組を進めている田辺市新

庁舎について、新庁舎の模型を、９月６日（月）から９月30

日（木）までの間、龍神行政局１階の玄関ホールで展示しま

す。 

 田辺市青少年育成市民会議龍神地区協議会では、この８月に

科学教室と歩こう会を実施しました。 

 科学教室について、昨年はコロナウイルス感染拡大により実

施できませんでしたが、今年は感染対策を行い実施することが

できました。龍神村内の小学生14名が参加し、低学年は保護者

と一緒にソーラーモーターカーを作成しました。和歌山工業高

等専門学校の出前授業を活用し、和歌山工業高等専門学校職員

３名を講師に、太陽光発電やモーターの仕組みについて教えて

いただいたほか、ソーラーモーターカー作りの指導をして頂き

ました。最後は、実際に動かしたり、ソーラーモーターカーで

レースを行いました。楽しみながら科学に触れることで、子供

たちが科学に興味や関心を持ってくれる機会になりました。 

 歩こう会について、熊野古道大辺路（串本町潮浜橋からJR古

座駅）を、参加者13名と歩きました。台風接近で天候の心配も

ありましたが、当日は快晴となり、歩こう会を開催することが

出来ました。小学１年生２名が最後まで歩けるか心配していま

したが、頑張って最後まで歩くことが出来てホッとしました。 

 

 



≪一般書≫  ２０ 冊 

☆死る旅／松原タニシ 

☆まだまだ健康川柳 ―三途の川も遠ざかる― 

        ／近藤勝重 

☆マンガでわかる 感染症のしくみ事典／怱那賢志 

☆Ｄｒ．コパのコロナ時代の最強！開運風水  

 ―自分を変えればお金も人脈もすべてうまく 

 いく！―              ／小林祥晃 

☆自由にはたらく副業アイデア事典 ―好きで稼ぐ 

 １００種の副業を紹介―     ／中野貴利人 

☆ＨＳＰとひきこもり ―「自分を生きる」ための 

 ひきこもり＝「ソロ活」のすすめ― ／高田明和 

☆<老い>という贈り物 ―ドクター井口の生活と 

 意見―              ／井口昭久 

☆魔法のクローゼット ―５０代になった娘が 

 選ぶ母のお洋服―       ／くぼしまりお 

☆仕事と人生に効く教養としての映画 ／伊藤弘了 

☆ゾウに魅かれた容疑者  

 （警視庁いきもの係〔６〕）    ／大倉崇裕 

☆ｉｎｖｅｒｔ ―城塚翡翠倒叙集―  ／相沢沙呼 

☆全力少年ドモラ        ／シルクロード 

☆密室は御手の中               ／犬飼ねこそぎ 

☆噂を売る男 ―藤岡屋由蔵―        ／梶よう子 

☆征服少女―ＡＸＩＳ ｇｉｒｌｓ―／古野まほろ 

☆東京放浪                       ／小野寺史宜 

☆殺人事件が起きたので謎解き配信してみました 

                                     ／越尾圭 

『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 

９月中に  ４５  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 

☆シロクマが嵐をこえてきた！ ／マリア・ファラー 

☆かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾク 

 ようかいまつり〔６９〕       ／原ゆたか 

☆四つ子ぐらし[９]四月ちゃんの決意 ／ひのひまり 

☆霧島くんは普通じゃない[１]～[３]  ／麻井深雪 

☆時間割男子〔６〕新男子登場、英語くん！？ 

                  ／一ノ瀬三葉 

☆世界一クラブ[１２]お祭りさわぎの花火大会！ 

                  ／大空なつき 

☆本当に危ないスマホの話 

  ―あの時こうしていれば…―         ／遠藤美季 

☆どっちが強い！？クロヒョウvsマンドリル  

  ―まさかの空中決戦―                   ／ジノ 

☆はじめての生きもの図鑑 ―地球の生命をさがしに 

  行こう！―           ／マイク・バーフィールド 

☆ジェンナー（コミック版世界の伝記） ／十常アキ 

☆街どろぼう                          ／junaida 

☆バンシルさんのおうち             ／Kie Pinoko 

☆うちゅうひゃっかてん               ／黒岩まゆ 

☆うちのねこ                         ／高橋和枝 

☆宿題ファイター             ／よしながこうたく 

☆止めなくちゃ！気候変動 ―わたしたちにできる 

 こと―           ／ニール・レイトン  

☆ようかいむらのずんちゃか おんがくかい 

                               ／たかいよしかず  

《べんけい号》     令和３年９月３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９月28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 

ゆうとさん１冊目 

(小学2年生) 
けんしんさん２冊目 

(小学5年生) 

ゆうあさん３冊目 

(小学4年生) 

発行日 

令和３年９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 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
  17 金 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
 

2 木    18 土 図書休室日  

3 金 移動図書館「べんけい号」   19 日 図書休室日  

4 土 図書休室日   20 月 図書休室日 敬老の日 

5 日 図書休室日   21 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 

6 月  
介護予防教室 

13：30～殿原老人憩いの家 
 22 水 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
 

7 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 
 23 木 図書休室日 秋分の日 

8 水    24 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

9 木  
幼児健診 

龍神保健センター 

受付時間は個別案内 
 25 土   

10 金 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

介護予防教室 

13：30～大熊集会所 
 26 日   

11 土    27 月   

12 日    28 火 移動図書館「やまびこ」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 

13 月    29 水   

14 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 

介護予防教室 

13：30～廣井原広栄会館 

介護予防教室 

13：30～方栗集会所 

こころの健康相談 

（９月７日まで要申込） 

龍神保健センター 

つれづれ会 

9：30～上柳瀬多目的集会所 

 30 木   

15 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場  

 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 木  

介護予防教室 

13：30～三ツ又集会所 

障害児･者相談支援センター 

（にじのわ）相談 

（９月10日まで要申込） 

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 


