
 

第1巻 第1号 

令和２年11月号 

（第437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 

11月２日（月） 

龍神地域 人口 世帯数(令和２年９月末現在) 

総人口3,029人 

（男1,407 女1,622） 

 1,541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：11月６日（金）11日（水）19日（木）25日（水） 

                                  13：30～ 場所：龍神広場 

○ビーチボールバレー大会  中止 

○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 

「成人の日」記念式典は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、下記の通り

時間帯を分けて３密を回避し、感染予防対策を徹底した上で開催を予定しています。

なお、今後の感染状況によっては、内容変更及び開催を中止する場合があります。 

◆日  時 令和３年1月10日（日） 

 

◆場  所 紀南文化会館 大ホール 

◆対象者  田辺市の新成人（平成12年4月2日～平成13年4月1日までに生まれた方） 

◆その他 

※田辺市に住民登録をされている方には、11月中旬に案内を送付します。市外に住

所を移している方で、成人式の案内を希望される方、及び出身中学校が田辺市外

の学校の方は、担当課までご連絡ください。 

※参加にあたっての注意事項等について、市HPをご覧いただくか、下記へお問い合

わせください。 

◆問合せ 

 田辺市教育委員会 生涯学習課 公民館係 

 田辺市高雄一丁目23－１ 田辺市民総合センター内 TEL：26-4925 FAX：25-6029 

  時刻 対象出身中学校 

１回目 【受 付】午前９時30分～  

【開 会】午前10時00分～ 

高雄中学校  秋津川中学校 

上芳養中学校 大塔中学校 

田辺中学校 

２回目 【受 付】午前11時30分～  

【開 会】午前12時00分～ 

明洋中学校  衣笠中学校 

中芳養中学校 中辺路中学校 

本宮中学校 

３回目 【受 付】午後１時30分～  

【開 会】午後２時00分～ 

東陽中学校  新庄中学校 

上秋津中学校 龍神中学校 

近野中学校 



≪児童書≫  ２０ 冊 

☆いみちぇん！〔１９〕永遠のきずな 

                ／あさばみゆき 

☆絶体絶命ゲーム〔８〕ゴーストパークの罠 

                ／藤ダリオ 

☆青星学園★チームEYE-Sの事件ノート〔９〕 

 ゆずの涙と、人魚のピアノの謎 ／相川真 

☆恋する図書室〔４〕きみの“いちばん” 

 になりたい          ／五十嵐美怜 

☆夜カフェ〔７〕        ／倉橋燿子 

☆星のカービィ メタナイトと黄泉の騎士 

                ／高瀬美恵 

☆１０代の「めんどい」が楽になる本／内田和俊 

☆珪藻美術館 ―ちいさな・ちいさな・ 

 ガラスの世界―        ／奥修 

☆きかんしゃトーマス ＧＯ！ＧＯ！大図鑑 

☆バトル・ブレイブスVS．怒りのアフリカゾウ 

  ―陸の動物編 ２―      ／今泉忠明 

☆あ              ／ひろせげん 

☆どんぶりまんトリオとフラワーひめ（それいけ！ 

 アンパンマン アニメブック）  ／やなせたかし 

☆わにのなみだは うそなきなみだ 

                        ／アンドレ・フランソワ 

☆おそうじおそうじ おおそうじ（はる・なつ・ 

 あき・ふゆ たのしい園生活）  ／くすはら順子  

『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 

10月中に  ３８  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪一般書≫  １８ 冊 

☆髪トレ ―もうケアはいらない 美髪の法則― 

        ／余慶尚美 

☆季節のおりがみ つり下げ飾り ―スウィング・  

 リースと おしゃれタペストリー―／いまいみさ 

☆堤人美の旬を漬ける保存食       ／堤人美 

☆お笑い芸人と学ぶ １３歳からのＳＤＧｓ 

           ／たかまつなな 

☆こどもとあそぶ くらす ―親子でつくる楽しい  

 「おうち時間」―   ／きなこ 

☆心淋し川    ／西條奈加 

☆海の怪    ／鈴木光司 

☆天久鷹央の推理カルテ 〔３〕～〔５〕 

     ／知念実希人 

☆えにし屋春秋   ／あさのあつこ 

☆帝都争乱 ―サーベル警視庁 〔２〕―／今野敏 

☆僕のヒーローアカデミア 雄英白書 〔５〕 祝 雄  

 英地下迷宮    ／誉司アンリ 

☆半沢直樹 アルルカンと道化師 ／池井戸潤 

☆ＯＦＦ ―猟奇犯罪分析官・中島保―／内藤了 

☆汚れた手をそこで拭かない  ／芦沢央 

☆櫻子さんの足下には死体が埋まっている 〔１６〕 

 蝶は聖夜に羽ばたく  ／太田紫織 

☆破滅の刑死者 〔４〕 特務捜査ＣＩＲＯ－Ｓ 

 真昼の夢    ／吹井賢 

《べんけい号》 

  令和２年11月10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２年11月27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 

りおさん(小学２年生) 

発行日 

令和２年11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 日 図書休室日 
龍神市民センター館内清掃予定 

関係者以外立ち入り禁止 
 17 火  

フリースペースあずまや 

（子育てサークル） 

龍神市民センター 

13：30～（ママストレッチ） 

介護予防教室 

13：30～方栗集会所 

2 月 明るい笑顔街いっぱい運動   18 水  
介護予防教室 

13：30～廣井原広栄会館 

3 火 図書休室日 
龍神市民センター館内清掃予定 

関係者以外立ち入り禁止 
 19 木 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

障害児･者相談支援センター 

（ゆめふる）相談 

（11月12日まで要申込） 

4 水   20 金   

5 木    21 土 図書休室日 翔龍祭（林業祭り、作品展示） 

6 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 

  22 日  翔龍祭（林業祭り、作品展示） 

7 土 
ふれあいスクール  

9：30～龍神市民センター 

図書休室日 

  23 月 図書休室日 翔龍祭（作品展示） 

8 日  へき地眼科検診  24 火  

翔龍祭（作品展示） 

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 

9 月  
介護予防教室 

13：30～大熊集会所 

秋季全国火災予防運動 
 25 水 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

翔龍祭（作品展示） 

10 火 
移動図書館「べんけい号」 

巡回 

フリースペースあずまや 

（子育てサークル） 

龍神市民センター 

10：15～11：30（愛あい） 

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

こころの健康相談 

龍神保健センター 

（11月５日まで要申込） 

秋季全国火災予防運動 

 26 木   

11 水 
グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

秋季全国火災予防運動  27 金 

移動図書館「やまびこ号」

巡回 

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 

12 木  秋季全国火災予防運動  28 土 
ふれあいスクール  

9：30～龍神市民センター 
 

13 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
秋季全国火災予防運動  29 日 図書休室日  

14 土 図書臨時休室日 秋季全国火災予防運動  30 月   

15 日 図書休室日 

第63回関西実業団対抗 

駅伝競走大会 

スタート 9：10 

ゴール  13：10頃 

秋季全国火災予防運動 

 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 

 ※翔龍祭（林業祭り・村民文化祭）について、今年の林 

  業祭りは、例年のような会場での出展等はありませ 

  ん。オンラインでの配信を計画中です。また、村民文 

  化祭については、作品展示のみの実施です。 16 月  
介護予防教室 

13：30～三ツ又集会所 


