
第1巻 第1号 

令和３年２月号 

（第440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 

２月１日（月） 

龍神地域 人口 世帯数(令和２年12月末現在) 

総人口3,006人 

（男1,397 女1,609） 

 1,533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：２月5日(金)12日(金)19日(金)24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   

 

 龍神教育事務所では、龍神地域の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出来

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、龍神地域における子供

の居場所づくり事業を実施しています。 

 この冬休みは、令和２年12月25日から令和３年１月７日(土日・年末年始を除く)の期間、龍神市

民センターにおいて冬休み子供の居場所づくり事業を実施しました。短い期間でしたが、外部講師

及び指導員の方のご協力により、多様な体験ができました。以下が実施した内容とその様子です。 

日付 午前 午後 備考 

12/25 おにぎり弁当の日     

12/28   ニュースポーツ(囲碁ボール・モルック) 冨田講師 

1/4 菓子パン日 つき鉄砲遊び 千葉講師 

1/5   むし歯・歯周病から身を守れ 和歌山県健康増進課 

1/6 カップめんの日 手話教室 西牟婁振興局総務福祉課 

1/7       

 市民税・県民税の申告は、私たちのまちをより暮らしやすくするための大切な手続

きです。申告期間は、2月16日（火）～3月15日（月）（土、日、祝を除く。）です。 

 なお、下記の日程で休日申告受付を開催いたします。 

 また、マイナンバーの記載と、番号確認及び本人確認書類が必要ですのでご留意く

ださい。 

 

■申告時に必要なもの  

①申告書（自宅に送付されていない方は、申告会場に用意してあります。） 

②印鑑(認印） 

③源泉徴収票（無い場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの） 

④生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社から発行された証明書） 

⑤社会保険料の確認書・領収書等（国民年金は日本年金機構が発行した証明書等） 

⑥医療費控除の明細書 

⑦配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入のわかるもの 

⑧営業などの事業所得や不動産所得の申告をする人は、収入・経費の明細書 

⑨マイナンバー（個人番号）と本人確認ができる書類 

⑩代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバー（個人番号）が確認でき  

 る書類（写しでも可）・代理人の本人確認書類・委任状が必要となります。 

 

【休日受付日程】 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いいたします。 

【問い合わせ】 龍神行政局住民福祉課住民係 ℡0739-78-0810 

  番号確認書類 本人確認書類 
マイナンバーカード

がある場合 
○マイナンバーカード 

  

○マイナンバーカード 

マイナンバーカード

がない場合 

下記のうち１点 

○通知カード 

○住民票の写し 

(個人番号の記載があるもの) 

○住民票記載事項証明書 

(個人番号の記載があるもの) 

顔写真付のものは下記のうち１点 

○運転免許証、パスポート等 

 

顔写真付でないものは下記のうち２点 

○公的医療保険の被保険者証、年金手 

  帳、国税・地方税・社会保険料・公 

  共料金の領収書等 

受付日 受付時間 受付会場 

3月7日（日） 
午前9時00分～正午     

午後1時00分～午後4時00分 
龍神行政局  



≪一般書≫  １６ 冊 

☆ふつうでない時をふつうに生きる ／岸本葉子 

☆柄で彩る畳縁の小もの 

  -たたみのへりを折る・縫う・つまむ- 

☆傷なめクロニクル        ／光浦靖子 

☆ゴミ人間-日本中から笑われた夢がある/西野亮廣 

☆こどもの目をおとなの目に重ねて ／中村桂子 

☆私とあなたのあいだ-いま、この国で生きる 

 ということ-    ／温又柔 

☆世界一わかりやすい エクセル＆ワード-最新版- 

☆とびだせ！かぎ針編みの３Ｄパターンブック  

  -フラワー・アニマル・クリスマス- 

☆名探偵総登場-芦辺拓と１３の謎- ／芦辺拓 

☆魔術師 （乙女の本棚）  ／谷崎潤一郎 

☆小説の神様    ／相沢沙呼 

☆夢探偵フロイト〔４〕アイスクリーム溺死事件 

     ／内藤了 

☆天を測る    ／今野敏 

☆月下美人を待つ庭で-猫丸先輩の妄言-／倉知淳 

☆当確師 十二歳の革命  ／真山仁 

☆神様の御用人 〔９〕  ／浅葉なつ 

『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 

１月中に  ３０  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪児童書≫  １４ 冊 

☆夕焼けの百合子／崎上玲子 

☆衝撃のラスト！二度読みストーリー  ／桐谷直 

☆青星学園★チームＥＹＥ-Ｓの事件ノート〔１０〕  

 ねらわれた翔太！？バレンタイン大戦争／相川真 

☆名探偵コナン 11人目のストライカー ／水稀しま 

☆みんなふつうで、みんなへん。 ／枡野浩一 

☆ウルトラマン 全戦士超ファイル -正義のヒーロー  

  から悪の戦士まで 全ウルトラ戦士を大紹介！！- 

☆おばけずかんの おばけさがし！ ／斉藤洋 

☆ふつうって どういうこと？ 

  ／ＮＨＫＥテレ「Q～こどものための哲学」制作班 

☆山をつくる -東京チェンソーズの挑戦- ／菅聖子 

☆クイズノック式！！クイズ×まんがでみるみるモ 

  ノ知りになれるＢＯＯＫ〔１〕 ／QuizKnock 

☆１０才からはじめるプログラミング MakeCode  

  Arcadeで自分だけのゲームを作ろう  ／大角茂之 

☆くつしたどろぼう   ／もりのみさこ 

☆もじをよむのが にがてなんです（ＮＨＫふつうっ 

  てなんだろう？えほん）  ／姫田真武 

☆こけももむらの ゆうびんやさん ／みなみあきこ 

《べんけい号》       令和３年２月３日（水） 

 ○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（各小学校）は２月お休みです。 

りおさん(小学３年生) みくさん(小学３年生) ここさん(小学２年生) 

発行日 

令和３年２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 月 明るい笑顔街いっぱい運動   16 火  

子育てサロン 

10：30～龍神市民センター 

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 

9：30～白寿荘 

2 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 
 17 水   

3 水 
移動図書館「べんけい号」 

巡回 

介護予防教室 

13：30～宮代老人憩いの家 
 18 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 

（２月12日まで要申込） 

4 木   19 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 

5 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 

  20 土 図書休室日 ふれあいスクール 

6 土 図書休室日 ふれあいスクール  21 日 図書休室日  

7 日 図書休室日 龍神地区人権学習会  22 月   

8 月  
介護予防教室 

13：30～湯ノ又集会所 
 23 火 図書休室日 天皇誕生日 

9 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 

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

 24 水 
グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

 

10 水    25 木   

11 木 図書室日 建国記念の日  26 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

12 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 土   

13 土    28 日  龍神中学校古紙回収 

14 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   
15 月  

介護予防教室 

13：30～殿原老人憩いの家 


