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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 

１月８日（金） 

龍神地域 人口 世帯数(令和２年11月末現在) 

総人口3,014人 

（男1,400 女1,614） 

 1,535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：１月６日(水)15日(金)21日(木)27日(水)13：30～ 場所：龍神広場               

○陸上教室         日時：毎週(月･金)及び第３・５(水)   19：00～ 場所：龍神中学校 

○新春歩こう会       日時：１月10日(日) 龍神市民センター  8：00発   

 

謹んで新年のお慶び申し上げます。 

旧年中は、公民館活動にご支援、ご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。 

さて、龍神地域には、龍神公民館（龍神市民センター）と７つの分館（龍神、宮代、東西、殿原、中山

路、福井、甲斐ノ川）がございます。近年、急速な少子高齢化によって青年世代が減少しており、地域間の

交流が希薄となっているなど、危惧される課題は様々ではありますが、龍神公民館・各分館とも、活気のあ

る地域づくり、繋がりのある地域社会を築く為、公民館活動の推進に努めてまいりますので、地域の皆様の

今までどおりのご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

年頭にあたり、皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。 

                                   龍神公民館長・分館長一同 

                                    龍神公民館職員一同   

 龍神市民センター（田辺市立図書館龍神分室）・社会体育施設は年末年始の間、休館となります。休館期

間中は両施設ともご利用いただくことは出来ませんのでご了承ください。休館期間は以下のとおりとなりま

す。 
 

 《休館期間》 龍神市民センター 令和２年12月29日（火）～令和３年１月３日（日） 

        社会体育施設   令和２年12月28日（月）～令和３年１月４日（月） 

 令和２年11月21日（土）から25日（水）の５日間、「翔龍祭2020（村民文化祭・龍神林業まつり）」が開

催されました。今年は、新型コロナウイルス感染拡大により、大変厳しい状況ではありますが、こんな時だ

からこそ龍神村から「元気を発信したい」ということで、インターネットでのライブ中継を中心に、新型コ

ロナウイルス感染対策を行い、「翔龍祭2020」を実施しました。来年につながる元気を、村民のみなさまと

共有できたと思います。 

 なお、「翔龍祭2020」のプログラムと当日の様子につきましては、以下の通りです。 

 

＊第35回村民文化祭（龍神市民センターにて作品展示のみ実施）11/21～25 

＊龍神林業まつりインターネット・ライブ配信 

 11/21・22 10：00～15：00 スタジオトークと取材中継 

＊3rd龍神チェンソーアートdays2020 

 11/21・22 インターネットYouTubeライブ配信 

＊第2回きのくに伐木チャンピオンシップ2020（和歌山県主催） 

 11/21 11：00～16：00 インターネット・ライブ配信 

＊G.WORKS「オンラインで木のスツールを作ろう！」 11/21・22 

＊MIZO´S溝端秀章「アートの日－龍神産丸太で龍をつくる」 

 11/21～25 10：00～16：00 アトリエ龍神の家小家 

＊藍染計良「秋のわけありセール！」 

 11/21～23 10：00～16：00 アトリエ龍神の家 小家の工房 

＊蓑虫工房「射的とワークショップ」 

 11/21・22 9：00～16：00 アトリエ龍神の家 小家の工房 

＊ごまさんスカイタワーの元気づけライトアップ 11/21 18：00～21：00 

 

 令和３年１月17日に開催を予定しておりました「第48回龍神村駅伝競走大会」は、令和２年10月26日の龍

神村陸上競技連盟の役員会において、中止することが決定しました。 

 新型コロナウイルス感染拡大の防止等のため、大会参加者及び大会関係者の健康・安全面を第一に考えた

結果、大会を開催することは困難であると判断しました。 

 「龍神村駅伝競走大会」の開催を楽しみにされていた皆様方には大変申し訳ございませんが、ご理解いた

だきますようお願い申し上げます。 

村民文化祭作品展示 
第２回きのくに伐木 

チャンピオンシップ2020 



≪一般書≫  ２４ 冊 

☆家時間 ―新しい日々に寄り添いながら  

 これからの暮らしを楽しむ―    ／内田彩仍 

☆頭痛がない！ ―薬づけ人生からの脱出― 

       ／日比大介 

☆アーユルヴェーダが教える せかいいち心地よい 

 こころとからだの磨き方  ／アカリ・リッピー 

☆失敗なしで絶対おいしい！チーズケーキとチョコ 

 レートケーキ ―不思議なくらいお菓子作りが楽   

 しくなる上手になれる 簡単でおいしいケーキの 

 レシピ―             ／高石紀子 

☆アーユルヴェーダ入門 ―インド伝統医学で 

 健康に！―           ／上馬塲和夫 

☆鎌田實の人生図書館 ―あなたを変える本と映画 

 と絵本たち４００―         ／鎌田實 

☆日本のこびと大全 山や森林編 

 ―おでかけポケット図鑑―  ／なばたとしたか 

☆志麻さんの台所ルール ―毎日のごはん作りがラ 

 クになる、一生ものの料理のコツ―／タサン志麻 

☆幻影の手術室 （天久鷹央の事件カルテ） 

                 ／知念実希人 

☆ハイキュー！！ショーセツバン！！〔１２〕 

 卒業後の景色           ／星希代子 

ハイキュー！！ショーセツバン！！〔１３〕 

 妖怪世代を追え！         ／星希代子 

☆警視庁レッドリスト        ／加藤実秋 

☆約束の猫             ／村山早紀 

☆ばけもの好む中将 〔１０〕 因果はめぐる 

                  ／瀬川貴次 

☆ひとり旅日和 〔２〕 縁結び！   ／秋川滝美 

☆悪魔を殺した男           ／神永学 

☆新宿特別区 警察署Ｌの捜査官    ／吉川英梨 

☆インフォデミック 巡査長 真行寺弘道／榎本憲男 

☆尼崎ストロベリー         ／成海隼人 

『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 

12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≫  ２１ 冊 

☆江戸の空見師 嵐太郎       ／佐和みずえ 

☆おしりたんてい〔１０〕おしりたんていの 

 こい！？              ／トロル 

☆世界一クラブ〔１０〕ねらわれたクリスを救え！ 

                 ／大空なつき 

☆四つ子ぐらし〔７〕嵐の日は大さわぎ！ 

                 ／ひのひまり 

☆おもしろい話、集めました。〔Ｒ〕／ひのひまり 

☆ミッドナイトギャングの世界へようこそ 

         ／デイヴィッド・ウォリアムズ 

☆イッカボッグ         ／J.K.ローリング 

☆渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない〔１０〕 

 だれよりもそばにいるのに    ／夜野せせり 

☆もちもち❤ぱんだ もちぱんとわくわくキャンプ  

 もちっとストーリーブック   ／たかはしみか 

☆渋沢栄一（学習まんが）―江戸時代に日本経済 

 の基礎をつくった男―       ／伊藤砂務 

☆どっちが強い！？Ｘ〔４〕透明恐竜あらわる！ 

                ／エアーチーム 

☆どっちが強い！？Ｘ〔５〕未知なる恐竜、 

 大集合            ／エアーチーム 

☆すずめのうんどうぼうし つくります ／黒井健 

☆仮面ライダーヒーローズ！スーパーバトル大図鑑  

 2000－2020 仮面ライダーセイバー＆全21にんライ 

 ダーヒーロー 

☆ことばたんてい かくされたおたから ／平田景 

☆すっとびこぞう！ ―おばけかいどう おつかい 

 どうちゅう―           ／大島妙子 

☆スキニーとガリーの あたらしいともだち 

                                 ／はまだみわ 

ジョナスのかさ 

     ／アイリーン・ライアン・イーウェン 

ろくじいさんのゆずおふろ      ／早川純子 

《べんけい号》 

  令和３年１月７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３年１月26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 

発行日 

令和３年１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 金 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休館日 

  17 日 図書休室日  

2 土 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休館日 

  18 月   

3 日 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休館日 

  19 火   

4 月 
体育施設休館 

子供の居場所 
 20 水   

5 火 子供の居場所   21 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 

（１月14日まで要申込） 

6 水 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

子供の居場所 

介護予防教室 

13：30～東集会所 
 22 金 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

ふれあいサロンほて 

11：30～芝・北野集会所 

7 木 
移動図書館「べんけい号」 

巡回 

子供の居場所 

乳幼児健診 

受付時間13：15～13：30 

龍神保健センター 

 23 土   

8 金 
明るい笑顔街いっぱい運動 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

小中学校始業式  24 日   

9 土    25 月   

10 日  
新春歩こう会 

8：00～龍神市民センター 
 26 火 

移動図書館「やまびこ号」

巡回 

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 

11 月 図書休室日 成人の日  27 水 
グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

 

12 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） 

10：00～龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～方栗会館 

こころの健康相談 

（１月５日まで要申込） 

龍神保健センター 

 28 木   

13 水  
介護予防教室 

13：30～丹生ノ川振興館 
 29 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

14 木    30 土 
図書休室日 

ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

 

15 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 

  31 日 図書休室日  

16 土 
図書休室日 

ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

 
 〇陸上教室(龍神SC)毎週(月・金)と第３・５(水) 

  19：00～ 龍神中学校グラウンド 


