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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 

３月１日（月） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年１月末現在) 

総人口3,003人 

（男1,397 女1,606） 

 1,536世帯  

 田辺市青少年育成市民会議龍神地区協議会では、

龍神村内小学生以下のみを対象に、次のとおり

「チャレンジランキング子どもまつり」と「映画鑑

賞会」を開催します。友達と一緒に参加してみませ

んか。なお、新型コロナウイルス感染対策として、

マスク着用及び受付での名簿作成と検温を実施しま

すので、ご協力をお願い致します。 

 

「チャレンジランキング子どもまつり」 

【日 時】 ３月６日(土)13時00分～15時00分 

【会 場】 龍神市民センター 

【内 容】 下記の８種目の大会記録(全国・龍神) 

      にチャレンジします。 

 ・空き缶積み   ・輪ゴムとばし 

 ・紙ちぎりのばし   ・片足立ち 

 ・豆つまみ皿うつし  ・ジャンケンカード 

 ・サイコロ「１」出し・洗面器お手玉投げ 

 

「映画鑑賞会」 

【日 時】 ３月６日(土)15時00分～17時00分 

【会 場】 龍神市民センター 

【内 容】 僕のワンダフルライフ 

【入場料】 無料 
© 2016 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved. 

 龍神行政局では、４月25日（日）に執行予定の田辺市長選挙及び田辺市議会議員一般選挙に向け

て下記のとおり会計年度任用職員を募集します。申し込みを希望される方は下記まで、ご連絡くだ

さい。 

雇用期間 ４月６日（火）～４月27日（火） 

従事場所 龍神行政局 

内  容 

選挙に向けた準備・片付け及び期日前投票補助事務 

パソコン操作の可能な方 

※必要に応じて夜間、土・日曜日に時間外勤務有。 

定  員 １人 

必要書類 履歴書１通（市販の履歴書にて、写真を貼ってお持ちください） 

募集締切 ３月15日（月） 

申込・問合先 龍神行政局 総務課 TEL78－0111（代） 

 延期となっていました令和２年度「成人の日」記念式典は、以下のとおり開催しま

す。開催方法及び式次第等の式典の内容は、当初の計画から変更はありません。 

 

１ 日時 令和３年５月４日（火・祝） 

 ※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催が困難な場合は中止とし、再度 

  の延期は行いません。 

 
２ 会場 紀南文化会館 大ホール 

 

３ 対象 令和２年度中に20歳に達した方 

  （平成12年４月２日～平成13年４月１日までに生まれた方） 

 

４ その他 

（１）市に住民票のある方には、３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又は出身中学校が 

  市外の学校の方は、下記までご連絡ください。 

 

（２）式典の内容の詳細又は参加に当たっての注意事項は、ホームページをご覧いた 

  だくか、下記へお問合せください。 

   http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/kouminkan/seijinshiki.heml 

 

【問合せ】生涯学習課 公民館係（電話 0739-26-4925） 

  時刻 対象出身中学校 

１回目 
【受付】９時30分～ 

【開会】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】11時30分～ 

【開会】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】13時30分～ 

【開会】14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 

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：３月３日(水)12日(金)25日(木)   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 

〇歩こう会         日時：３月14日（日） ※要事前申込み   

 

http://www.city.tanabe.lg.jp/shougai/kouminkan/seijinshiki.heml


≪一般書≫  １１ 冊 

☆家族が認知症かも？と思ったときのファースト 

 ブック             ／河野和彦 

☆ＧＡＣＫＴ 超思考術  ／ＧＡＣＫＴ 

☆「トミーの夕陽」がまた昇る     ／鶴島緋沙子 

☆きかんしゃトーマスでつなげる 非認知能力子育 

  てブック ―ＴＨＯＭＡＳ＆ＦＲＩＥＮＤＳ― 

     ／東京学芸大こども未来研究所 

☆ペットボトルキャップ リサイクルアイデアＢＯ 

  ＯＫ ―アイデア満載！かわいい小物１４６点！ 

☆コンビニ兄弟－テンダネス門司港こがね村店－ 

     ／町田そのこ 

☆女トモダチ (ケータイ小説文庫) ／なぁな 

☆天久鷹央の事件カルテ 甦る殺人者／知念実希人 

☆空の轍と大地の雲と  ／山田深夜 

☆死香探偵 〔４〕 生死の狭間で愛は香る 

     ／喜多喜久 

☆死相学探偵 最後の事件  ／三津田信三 

『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 

２月中に  ２４  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪児童書≫  １３ 冊 

☆星のカービィ カービィカフェは大さわぎ!?の巻 

     ／高瀬美恵 

☆一年間だけ。〔６〕キミをだれにもゆずれない！ 

     ／安芸咲良 

☆夜カフェ〔８〕   ／倉橋燿子 

☆わかるかな？ 小学生の陸上競技ルール ―“走る  

 跳ぶ 投げる”秘訣が見えてくる！― ／三浦敬司 

☆かんたん★楽しい めちゃうま お料理レッスンス 

 ペシャル（キラかわ★ガール） ／ダンノマリコ 

☆ぜったいにおしちゃダメ？ ―ラリーとおばけ― 

      ／ビル・コッター 

☆マスクをとったら    ／いりやまさとし 

☆漬物大明神        ／まんさく 

☆おひめさまのクローゼット      ／双森文 

☆ぼく、仮面ライダーになる！セイバー編 ／のぶみ 

☆さわれる まなべる さむいくにのどうぶつ 

     ／ジュリ・メルスィエ 

《べんけい号》       令和３年３月９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３年３月10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 

そうまさん(小学２年生) けんしんさん(小学４年生) 

発行日 

令和３年３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   17 水   

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 
 18 木  

障害児･者相談支援センター 

（ゆめふる）相談 

（３月11日まで要申込） 

3 水 
グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

介護予防教室 

13：30～大熊集会所 
 19 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 

4 木  
乳児健診（受付時間個別案内） 

龍神保健センター 
 20 土 図書休室日  

5 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
  21 日 図書休室日  

6 土 図書休室日 

チャレンジランキング 

13：30～龍神市民センター 

映画鑑賞会 

15：00～龍神市民センター 

 22 月   

7 日 図書休室日   23 火   

8 月    24 水   

9 火 
移動図書館「べんけい号」 

巡回 

こころの健康相談 

（３月４日まで要申込） 

龍神保健センター 

フリースペースあずまや 

（子育てサークル） 

愛あい ひな祭り ※要予約 

10：15～龍神市民センター 

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

 25 木 
グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

 

10 水 
移動図書館「やまびこ号」 

巡回 
  26 金   

11 木  
乳児健診（受付時間個別案内） 

龍神保健センター 
 27 土   

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 

  28 日   

13 土  ふれあいスクール  29 月   

14 日  
歩こう会（熊野古道大辺路） 

8：00～龍神市民センター 

※要事前申込み 
 30 火   

15 月    31 水   

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 火  

フリースペースあずまや 

（子育てサークル） 

お別れ会 

10：00～龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～三ツ又集会所 

介護予防教室 

13：30～方栗集会所 


