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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 

12月１日（火） 

龍神地域 人口 世帯数(令和２年10月末現在) 

総人口3,022人 

（男1,403 女1,619） 

 1,539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：12月２日(水)11日(金)18日(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 

○歩こう会         日時：12月６日(日) 龍神市民センター  8：00発   

 

 令和２年11月13日(金)、関西実業

団陸上競技連盟から、新型コロナウ

イルス感染拡大の中、龍神村で関西

実業団対抗駅伝競走大会が開催され

ることへのお礼と感染予防として、

田辺市龍神村の全世帯と小中学校計

５校の児童生徒、南部高校龍神分校

の生徒に対して、龍のデザインをあ

しらったミズノ社製マスク約1,800

枚が寄贈されました。 

 なお、ミズノ社製マスクについて

は、公民館報の配布に併せて、各世

帯に１枚配布されます。 

■日時 12月19日（土）  19:00～20:30 

■場所 ふるさと自然公園センター 

■参加費 無料 

■対象 小・中・高校生・一般 （小・中学生は保護者同伴）  

■持ち物・服装 筆記用具・望遠鏡・双眼鏡があれば持ってきてください。防寒の準備。 

■申込み  前日までにハガキ・電話・FAX・メールで住所・氏名・年齢・電話番号をご連絡下さい。 

■連絡先 
TEL/FAX 0739-25-7252(ふるさと自然公園センター) 

Email:hikiiwa@mb.aikis.or.jp 

■住所 〒６４６-００５１ 田辺市稲成町 １６２９番地 

■休館日 毎週月曜日 (休館日が祝日の場合はその翌日) 

 令和２年11月15日(日)に関西

各地から９チームが参加し、龍

神村内において、第63回関西実

業団対抗駅伝競走大会が新型コ

ロナウイルス感染対策をした上

で開催されました。 

 当日は天候にも恵まれ、少し

暑いぐらいの天候でしたが、上

位５チームが４時間をきるとい

う熱戦の末、「ＮＴＴ西日本」

が２年ぶりに優勝を勝ち取りま

した。 

 上位５チームは、来年の元日に群馬県である第65回全日本実業団対抗駅伝競走大会

（ニューイヤー駅伝）に関西代表チームとして出場します。テレビ中継もされますの

でご声援お願いします。 

 大会開催にあたりご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。 

区間 氏名 チーム 記録 備考 

第１区(12.6km) 監物 稔浩 NTT西日本 38：57   

第２区(7.68km) ﾊﾟﾄﾘｯｸ ﾏｾﾞﾝｹﾞ ﾜﾝﾌﾞｨ NTT西日本 22：11   

第３区(10.87km) 野中 優志 大阪ガス 30：11   

第４区(9.5km) 阿部 弘輝 住友電工 26：44 区間新 

第５区(16.0km) 上門 大祐 大塚製薬 47：30   

第６区(11.0km) 鈴木 塁人 SGHグループ 32：32 区間新 

第７区(12.8km) 
橋詰 大慧 SGHグループ 

37：16   
伊藤 和麻 住友電工 

総合成績 

区間賞 

順位 チーム 記録 順位 チーム 記録 

優 勝 ＮＴＴ西日本 3：57：01 第６位 大阪府警 4：01：31 

第２位 住友電工 3：57：55 第７位 ＧＲlab 4：27：30 

第３位 ＳＧＨグループ 3：58：23 第８位 和歌山ＲＣ 4：30：06 

第４位 大阪ガス 3：58：58 第９位 大阪市役所 4：36：26 

第５位 大塚製薬 3：59：01       



≪児童書≫  ２５ 冊 

☆一年間だけ。〔５〕いつもキミを見ていた 

      ／安芸咲良 

☆少年探偵 響〔７〕名探偵ＡＩと推理勝負！？ 

 の巻      ／秋木真 

☆スキ・キライ相関図〔３〕さよなら、 

 わたしの初恋    ／このはなさくら 

☆放課後、きみがピアノをひいていたから〔６〕 

 ～約束～     ／柴野理奈子 

☆こちらパーティ編集部っ！〔１２〕～〔１４〕 

               ／深海ゆずは 

☆絶叫学級〔２８〕むしばまれた家編 

               ／いしかわえみ 

☆絶叫学級〔２９〕繰りかえすコドモタチ編 

               ／いしかわえみ 

☆ラストサバイバル〔１１〕新たなチームと登れ！  

 サバイバルマウンテン    ／大久保開 

☆ぼくらの体育祭    ／宗田理 

☆はたらく電車 大百科 ―安全を守る電車たちが 

 大集合！―       ／「旅と鉄道」編集部 

☆水族館のサバイバル〔２〕  ／ゴムドリｃｏ． 

☆どっちが強い！？シャチvsシュモクザメ  

 －恐怖！海の殺し屋対決－  ／ジノ 

☆「はたらく細胞」ウイルスの教科書／清水茜 

☆どうして？     ／クレア・キーン 

☆コんガらガっち なにになってすすむ？の本 

               ／ユーフラテス 

☆せとうちたいこさん ふじさんのぼりタイ 

               ／長野ヒデ子 

☆でんしゃえほん（とびだす・ひろがる！） 

      ／本信公久 

☆シナぷしゅ絵本 どてっ   ／布川愛子 

☆パンダのパンだ    ／牛窪良太 

☆ながいながいねこのおかあさん／ヒグチユウコ 

『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 

11月中に  ４７  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪一般書≫  ２２ 冊 

☆コロバヌ エクササイズ ―転倒を防ぐ 

 ７つの体操―   ／枝光聖人 

☆多肉植物の水栽培 ―土を使わずに水だけで 

 育てる多肉植物―   ／米原政一 

☆冒険 ―生まれつき不自由な脳性マヒのぼくが 

 伝えたいこと―   ／小山俊幸 

☆ミニマリストの部屋づくり  ／おふみ 

☆時代の抵抗者たち   ／青木理 

☆きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料 

 理―今どきのおいしいおせちのニュースタン 

 ダード―    ／堤人美 

☆効率よく栄養をとる食べ方＆保存のコツ事典 

     ／吉田企世子 

☆スナフキンのことば 

 (ムーミン谷の名言シリーズ１) ／ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝ 

☆７０歳の新人施設長が見た介護施設で 

 本当にあったとても素敵な話 ／川村隆枝 

☆見果てぬ花    ／浅田次郎 

☆ひとり酒、ひとり温泉、ひとり山 ／月山もも 

☆かんたん！かわいい！ディズニー手作りマスク 

     ／佐々木公子 

☆Ａｎｏｔｈｅｒ ―２００１― ／綾辻行人 

☆スター    ／朝井リョウ 

☆サラと魔女とハーブの庭  ／七月隆文 

☆私はスカーレット 〔３〕  ／林真理子 

☆刑事何森 孤高の相貌  ／丸山正樹 

☆龍神の子どもたち   ／乾ルカ 

☆鬼人幻燈抄 〔５〕 明治篇 徒花 ／中西モトオ 

☆高校事変 〔９〕   ／松岡圭祐 

☆相剋 （越境捜査〔８〕）  ／笹本稜平 

☆屋根の上のおばあちゃん  ／藤田芳康 

《べんけい号》 

  令和２年12月４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２年12月16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 

発行日 

令和２年12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 火 明るい笑顔街いっぱい運動 

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 
 17 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 

（12月10日まで要申込） 

2 水 
グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

  18 金 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

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 

11：30～芝・北野集会所 

3 木    19 土 図書休室日  

4 金 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

移動図書館「べんけい号」 

巡回 

 20 日 図書休室日  

5 土 
図書休室日 

ふれあいスクール  

9：30～龍神市民センター 

  21 月   

6 日 図書休室日 
歩こう会 

8：00～龍神市民センター 
 22 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 

子育てサロン 

10：30～龍神市民センター 

7 月   23 水   

8 火  

フリースペースあずまや 

（子育てサークル） 

10：15～龍神市民センター 

愛あい ※要予約 

(ハンドメイド＆クリスマス会) 

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

 24 木  小中学校終業式 

9 水    25 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

10 木  
乳幼児健診 

(受付時間は個別案内) 

龍神保健センター 
 26 土   

11 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

  27 日   

12 土 
ふれあいスクール  

9：30～龍神市民センター 
  28 月 体育施設休館  

13 日    29 火 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休館日 

 

14 月    30 水 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休館日 

 

15 火  
介護予防教室 

9：30～白寿荘 
 31 木 

龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休館日 

 

16 水 
移動図書館「やまびこ号」巡

回 
 

 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 


