
第1巻 第1号 

令和３年10月号 

（第448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 

濱窄忠人・古久保雅之・吉本圭佑・町田里子・安達紀和美 

―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 

10月１日（金） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年８月末現在) 

人口 2,932人(男1,368  女1,564) 1,523世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和３年８月末現在) 

人口71,192人(男33,493女37,699)35,125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：10月１日(金)８日(金)15日(金)20日（水）13：30～場所：龍神広場 

○ビーチバレーボール大会 日時：10月27日(水)19：30～                    場所：村民体育館 

○歩こう会        日時：10月24日(日)８：00～                    場所：龍神市民センター 

○陸上教室        日時：毎週(月･金)及び第１･３・５(水)19：00～  場所：龍神中学校 

 

 令和３年11月20日（土）から令和３年11月23日（火）にかけて開催を予定している令和３年度村

民文化祭の舞台発表につきまして、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、昨年に引き続き

中止となりました。ご参加を楽しみにしていた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解くださ

いますようお願い申し上げます。 

 なお、作品展示は実施しますので、出品される方は、10月29日（金）17時までに出品票を龍神教

育事務所までご提出ください。 

 龍神市民センターの利用にあたり、基本的な感染対策の徹底はもちろんのこと、下記の注意事項

にご留意いただき、ご利用いただきますようお願いします。 
 

 ■マスクの着用、手指の消毒、三密回避、手洗い・うがい 

 ・基本的な感染対策をお願いします。 

 ■飲食禁止（水分補給は除く） 

 ・感染拡大を防ぐために、利用者の方の飲食は禁止しております。 

 ■部屋の換気・消毒と戸締りの徹底 

 ・換気と消毒をお願いします。また、部屋を利用後に窓を開けたまま帰ることが多発していま   

  すので、戸締りの徹底をお願いします。 

 ■体調が悪いときは自粛 

 ・風邪の症状が見受けられるなど体調が悪い場合は、活動を控えていただくようお願いします。 

 ■参加者名簿の作成 

 ・参加した方を特定できるよう、利用日ごとに参加者名簿を必ず作成してください。施設利用者 

  の中から感染者が出た場合、関係機関から名簿の提出を求められることがあります。 

 

 

令和３年秋季全国火災予防運動 
 

火災の発生しやすい時季を迎えるに当たり、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとと

もに、財産の損失を防ぐことを目的として令和３年11月9日（火）から11月15日（月）までの一週

間、全国一斉に「秋季全国火災予防運動」が実施されます。住宅火災を防ぐため、次の点に注意

しましょう。 

 

住宅防火 いのちを守る 10のポイント 

－４つの習慣・６つの対策－ 
 

４つの習慣 

〇 寝たばこは絶対にしない、させない。 

〇 ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

〇 こんろを使うときは火のそばを離れない。 

〇 コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

 

６つの対策 

〇 火災の発生を防ぐ為に、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。 

〇 火災の早期発見の為に、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。 

〇 火災の拡大を防ぐ為に、部屋を整理整頓し、寝具・衣類・カーテンは、防炎品を使用する。 

〇 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

〇 お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 

〇 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

 

【お問い合わせ】田辺市消防本部 予防課 ℡：0739-26-9954 

 本年10月に開催を予定していた第67回田辺市美術展覧会（市展）は、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止と、出品者、観覧者、市展関係者など皆様方の安全確保のため、本年度の開催を中

止し令和４年度以降に延期いたします。 

 例年「市展」を楽しみにされていた皆様方には、心よりお詫び申し上げます。 

 特に、作品の出品を準備されていた皆様方には、大変申し訳ございませんが何卒ご理解のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

 

■問い合わせ先 

 〒646-0028 田辺市高雄一丁目23－１ 田辺市教育委員会文化振興課 

 ℡ 0739-26-9943（直通/平日8:30～17:15） 



≪一般書≫  １３ 冊 

☆九十八歳。戦いやまず日は暮れず   ／佐藤愛子 

☆太平洋戦争への道 １９３１-１９４１／半藤一利 

☆抗加齢専門医が毎日やっている「脳の解毒」で 

 一生ボケない脳になる！      ／本間良子 

☆家族のようなあなたへ ―橋田壽賀子さんと 

 歩んだ６０年―         ／石井ふく子 

☆シークレット・エクスプレス    ／真保裕一 

☆警視庁レッドリスト 〔２〕     ／加藤実秋 

☆科警研のホームズ 〔１〕～〔３〕  ／喜多喜久 

☆スカートのアンソロジー ―朝倉かすみ 

  リクエスト！―         ／朝倉かすみ 

☆名探偵は嘘をつかない      ／阿津川辰海 

☆機龍警察 白骨街道         ／月村了衛 

☆熱風団地             ／大沢在昌 

『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/shougai/kouminkan/kanpou2021/index.html 

１０月中に  ３０  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

《べんけい号》     令和３年10月６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》     令和３年10月29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 

こはるさん１冊目 

(小学３年生) 

あおとさん７冊目 

(小学3年生) 

わかなさん２冊目 

(小学5年生) 

≪児童書≫  １７ 冊 

☆星のカービィ デデデ大王の脱走大作戦！ 

                   ／高瀬美恵 

☆花とつぼみと、きみのこと。〔１〕ちいさな 

 想いの育てかた          ／五十嵐美怜 

☆花とつぼみと、きみのこと。〔２〕 

  全員片想い…？恋がこじれる初合宿 ／五十嵐美怜 

☆絶対好きにならない同盟 ―甘いヒミツがある、 

  あいつのこと―                   ／夜野せせり 

☆かぐや様は告らせたい ―天才たちの恋愛頭脳戦 

  ファイナル―                     ／はのまきみ 

☆世にも奇妙な商品カタログ〔７〕無敵ドリンク 

  ・金にする手袋他                 ／地図十行路 

☆きけんなゲーム       ／マロリー・ブラックマン 

☆どっちが強い！？Ｘ〔７〕秘密に石を 

 手に入れろ！                   ／エアーチーム 

☆どっちが強い！？Ｘ〔８〕タイムマシンを 

  取り戻せ            ／エアーチーム 

☆どっちが強い！？もっと動物オリンピック編 

 ―夏季も冬季も熱血バトル― 

          ／Ｘベンチャーオールスターズ 

☆かんたん！カラフル！わくわくお菓子レッスン 

                                   ／宮沢うらら 

☆なつのおうじゃ おにやんま    ／サトウマサノリ 

☆めんぼうズ                       ／かねこまき 

☆どせいじんくん                 ／岡田よしたか 

☆おばけのジョージー とんでいったふうせん 

                           ／ロバート・ブライト 

☆みんな おやすみ            ／かきもとこうぞう 

☆ロサリンドと こじか     ／エルサ・ベスコフ 

発行日 

令和３年10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SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

明るい笑顔街いっぱい運動  17 日 図書休室日  

2 土 図書休室日   18 月   

3 日 図書休室日   19 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 

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

介護予防教室 

９：30～白寿荘 

4 月  
介護予防教室 

13：30～東集会所 
 20 水 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
 

5 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 
 21 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 

（にじのわ）相談 

（10月14日まで要申込） 

6 水 移動図書館「べんけい号」 
介護予防教室 

13：30～丹生ノ川振興館 
 22 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

7 木    23 土   

8 金 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

  24 日 歩こう会  

9 土    25 月   

10 日    26 火  
フリースペースあずまや 

（子育てサークル）育児サロン 

10：00～龍神市民センター 

11 月  
介護予防教室 

13：30～宮代老人憩いの家 
 27 水 

ビーチバレーボール大会 

19：30～村民体育館 
 

12 火  

フリースペースあずまや 

（子育てサークル）愛あい 

10：00～龍神市民センター 

つれづれ会 

9：30～上柳瀬多目的集会所 

 28 木   

13 水  
介護予防教室 

13：30～湯ノ又集会所 
 29 金 

移動図書館「やまびこ」号 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

 

14 木    30 土 図書休室日  

15 金 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

  31 日 図書休室日  

16 土 図書休室日 
人権合同ＤＶＤ研修会 

9：30～龍神市民センター 

 〇陸上教室(龍神SC)毎週(月・金)と第１・３・５(水) 

  19：00～ 龍神中学校グラウンド 


