
発行日 

令和２年10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 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

  17 土 図書休室日  

2 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
  18 日 図書休室日  

3 土 図書休室日   19 月  
介護予防教室 

13：30～殿原老人憩いの家 

4 日 図書休室日 龍神村内小学校運動会  20 火   

5 月  
介護予防教室 

13：30～宮代老人憩いの家 
 21 水 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

 

6 火    22 木   

7 水    23 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

8 木 
移動図書館「べんけい号」 

巡回 
  24 土 

ふれあいスクール  

9：30～龍神市民センター 
南部高等学校龍神分校体育祭 

9 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 

  25 日  龍神中学校 古紙・古着回収 

10 土 
ふれあいスクール  

9：30～龍神市民センター 
龍神村内保育園運動会  26 月   

11 日  
歩こう会（龍神ＳＣ） 

8：00～龍神市民センター 
 27 火  

子育てサロン 

10：00～龍神保健センター 

（10月23日まで要申込） 

12 月    28 水 

ビーチボールバレー大会 

19：30～龍神体育館 

移動図書館「やまびこ号」

巡回 

 

13 火  

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

介護予防教室 

9：30～白寿荘 

13：30～湯ノ又集会所 

 29 木   

14 水    30 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
 

15 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 

（10月８日まで要申込） 

 31 土 図書休室日  

 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 

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～ 

龍神市民センター 

 

≪児童書≫  １２ 冊 

☆ほねほねザウルス〔２３〕まもれ！マンモスの 

 だいち     ／カバヤ食品㈱ 

☆１％〔１６〕絶対変わらないキモチ 

               ／このはなさくら 

☆トイレのブリトニー（ちょいこわ ちょびっと 

 こわーいはなし１）   ／辻貴司 

☆ペンと色鉛筆で作る プラバンのアクセサリー 

 ＢＯＯＫ ―シンプルにも、カラフルにも！― 

               ／スコレー 

☆大人は知らない 今ない 仕事図鑑１００ 

               ／澤井智毅 

☆へんななまえのもの事典   ／グラフィオ 

☆人体の知識が身につく はたらく細胞  

 学べるクイズ        ／講談社 

☆ポッコと たいこ   ／マシュー・フォーサイス 

☆きっと どこかに   ／リチャード・ジョーンズ 

☆ひょうたんと かえる        ／殿内真帆 

☆ことばたんてい テンテン・マールをおえ 

                 ／平田景 

☆ばんそうこう くださいな   ／矢野アケミ 

『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 

９月中に  ２５  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪一般書≫  １３ 冊 

☆下味冷凍スピードおかず ―時短！節約！ 

 おいしさアップ！―        ／石澤清美 

☆官僚の本分 ―「事務次官の乱」の行方― 

          ／柳澤協二 

☆寿命の９割は「便」で決まる 大活字版 

          ／中島淳 

☆かぎ針で編む あったか円座＆角座とバッグ  

 ―１つの編み地で２アイテム編める！― 

☆あやうく一生懸命生きるところだった 

          ／ハ・ワン 

☆化学探偵 Ｍｒ．キュリー 〔９〕 

       ／喜多喜久 

☆Ｃｏｃｏｏｎ 〔４〕 ・ 〔５〕 

          ／夏原エヰジ 

☆動機探偵       ／喜多喜久 

☆赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 

        ／青柳碧人 

☆ＴＵＲＮ 東京駅おもてうら交番・堀北恵平 

        ／内藤了 

☆洗脳学級 （ケータイ小説文庫） ／西羽咲花月 

☆高校事変 〔８〕        ／松岡圭祐 

《べんけい号》 

  令和２年10月８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  

《やまびこ号》 

  令和２年10月28日（水） 

 ○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 

あおとさん(小学２年生) みなつさん  たけひとさん さきさん(小学２年生) 



 

第1巻 第1号 

令和２年10月号 

（第436号）  

編集 龍神公民館・龍神教育事務所 

Ｔ Ｅ Ｌ  78－0301  Ｆ Ａ Ｘ  78－0896 

小川博・濱窄忠人・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 

10月１日（木） 

龍神地域 人口 世帯数(令和２年８月末現在) 

総人口3,032人 

（男1,409 女1,623） 

 1,540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。 

〇歩こう会         日時：10月11日（日）龍神市民センター   8：00発 

○グラウンドゴルフ教室   日時：10月１日（木）９日（金）16日（金）21日（水） 

                                  13：30～ 場所：龍神広場 

○ビーチボールバレー大会  日時：10月28日（水）          19：30～ 場所：龍神体育館 

○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 

 

  新型コロナウィルス感染拡大防止のため、今年度６月、７月の田辺市の集団検診が全て中止と  

 なり、龍神地区の集団検診も中止となりました。 

  今年度の検診受診の方法をお知らせします。 

 

 ●集団検診で受けるには・・・ 
  田辺市民総合センターでの集団検診（検診日：令和3年1月20日、1月30日、1月31日）につい 

 て、予約受付しておりますので、健康増進課 【℡ 26-4901】へご連絡をお願いします。ただし 

 定員に達した日程は、随時受付を終了します。 

 

 ●医療機関で受けるには・・・ 
   田辺市から４月に送付した受診券(ハガキサイズ)を使って、医療機関で検診を受けることが 

 できます。受診を希望する医療機関に、直接お電話でお申込みください。（特定健康診査の受 

 診は、令和3年１月31日までとなっておりますので、お気をつけください。） 

 
 ※受診券やパンフレットを紛失された方へ：行政局で再発行できます(無料)。お電話のうえ、 

  龍神行政局住民福祉課までお越しください。 

 ※その他、各種検診についてのご質問は、龍神行政局住民福祉課までお電話でお問い合わせく 

  ださい。 
 

 年に１回は、健康チェックの為、 

 検診を受けましょう。 
  

 【お問い合わせ先】 龍神行政局 住民福祉課  ℡ 78-0820 

傷病野生鳥獣及び動物の死体を発見した場合は、動物の種類・場所等を確認の上、以下の傷病野

生鳥獣救護（表１）・動物の死体処理（表２）の連絡先まで電話でお知らせください。 

傷病野生鳥獣救護は、人間の行動が原因で傷ついた野生鳥獣や、国（環境省）や和歌山県のレッ

ドデータブックに記載されているような希少な野生鳥獣が対象となります。 

なお、自然の営みの中で傷ついた野生鳥獣の救護活動は行いません。これは、自然生態系は食物

連鎖によって成り立っており、人が手を加えることで生態系のバランスを崩し、逆に失われる命が

発生する可能性もあることから、人が必要以上に手を加えるべきではないという考え方を採ってい

るからです。 

対象となる野生鳥獣 具体例 担当課 連絡先 

人間の行動が原因で 

ケガした野生鳥獣 

・自動車でケガをさせてしまった鳥獣 

・釣り糸を絡めてしまった鳥  など 

龍神行政局 

産業建設課 
℡ 78-0830 

人間のいたずらや虐待 

によりケガをした野生鳥獣 
・矢が刺さっている鳥獣  など 

希少な野生鳥獣 

・種の保存法に基づき国内希少 

 野生動物に指定されている鳥獣 

・国(環境省)や県のレッドデータブック 

 に記載されている鳥獣 など 

希少な野生鳥獣(カモシカ) 
・天然記念物に指定されている鳥獣 

 (カモシカ) 

龍神 

教育事務所 
℡ 78-0301 

対象 対応 担当課 連絡先 

ペット 
・火葬を希望する場合、飼い主が 

 田辺市ごみ処理場まで自己搬入(有料) 
田辺市ごみ処理場 ℡ 24-6218 

野生鳥獣 

（カモシカ以外） 
職員が回収 

龍神行政局 

住民福祉課 
℡ 78-0820 

カモシカ 職員が回収 龍神教育事務所 ℡ 78-0301 

※平日8：30～17：15以外と土・日・祭日は龍神行政局（0739-78-0111）へご連絡ください。 


