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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 

11月１日（月） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年９月末現在) 

人口 2,923人(男1,366  女1,557) 1,520世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和３年９月末現在) 

人口71,113人(男33,461女37,652)35,094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：11月５日(金)10日(水)17日(木)24日（水）13：30～場所：龍神広場 

○ビーチバレーボール大会 日時：11月24日(水)19：30～                      場所：村民体育館 

○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 

 

 「田んぼアート実行委員会」が、龍神中学校や南

部高校龍神分校の生徒協力のもと、ゆずと温泉マー

クの田んぼアートを実施しました。 

 昨年は、ウンカ（稲の害虫）と台風の被害があり

ましたが、今年は被害もなく、絵柄がくっきりと浮

かび上がりました。 

 また、例年に比べ多くのメディアに取り上げられ

たこともあり、実行委員会が観賞スポットとして勧

めている龍神市民センター駐車場には大勢の人が訪

れました。 

 同じ料理ばかり食べている・料理があまる。このような食生活と料理を

お助けする「救菜レシピ」の11.12月号を発行しました。 

 今回は、祭事の時によく食べる巻き寿司！余って固くなった巻き寿司を

美味しく食べるためのレシピ等を紹介しています。 

 そしてアイデア料理も「巻き寿司」です。男前巻きと美人巻きを紹介！

どんなお寿司かお楽しみに！ 

 令和４年１月に開催を予定しておりました「令和３年度 龍神村駅伝競走大会」は、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。 

 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。 

 



≪児童書≫  ２０ 冊 

☆おばけガムをたべちゃった！   ／むらいかよ 

☆保健委員は恋してる       ／小松原宏子 

☆意味がわかるとゾッとする話 ３分後の恐怖 

 『ひぐらしの夕暮れ』        ／福井蓮 

☆炎炎ノ消防隊〔７〕“柱”争奪戦  ／緑川聖司 

☆鬼ばばの島            ／今井恭子 

☆九死一生ゲーム〔２〕砂漠地獄！灼熱の東京七不 

 思議サバイバル          ／藤ダリオ 

☆渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない〔１２〕 

 ２度目の…好き         ／夜野せせり 

☆オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動会 

                  ／大島妙子 

☆すくすく いのち         ／はまのゆか 

☆ねこおばさんニンジャ          ／マスダフミコ 

『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/shougai/kouminkan/kanpou2021/index.html 

１１月中に  ４４  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11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11月26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 

かずまさん７冊目 

(小学６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) 

≪一般書≫  ２４ 冊 

☆日本のこびと大全 川や海・人のまわり編 ―おで  

 かけポケット図鑑―     ／なばたとしたか 

☆自律神経 今日から整う！ 医学部教授が教える最 

 新１分体操大全          ／小林弘幸 

☆かわいいパッチワークとキルト ―シンプルに作っ 

 て楽しく使える 暮らしの小物とバッグ― 

            ／グラフィック社編集部 

☆なっちゃんの花園         ／寮美千子 

☆健康情報は８割疑え！ ―京大医学部のヘルスリテ 

 ラシー教室―           ／中山健夫 

☆１ヵ月でいらないモノ８割捨てられた！ 

  ―私の断捨離―         ／なとみみわ 

☆今日のごはん、これに決まり！ Ｍｉｚｕｋｉの 

  レシピノート決定版！５００品 ／Ｍｉｚｕｋｉ 

☆人生１００年時代の脳科学 ―元気に歩むために 

 知っておきたい脳の５０話―    ／中村克樹 

☆おまえなんかに会いたくない     ／乾ルカ 

☆きみとホームで待ち合わせ     ／神戸遙真 

☆旅のない             ／上田岳弘 

☆１０文字ホラー １         ／氏田雄介 

☆プリンシパル －恋する私はヒロインですか？－ 

                   ／山本瑤 

☆リケジョ探偵の謎解きラボ 〔２〕  

 彼女の推理と決断         ／喜多喜久 

☆リケコイ。            ／喜多喜久 

☆民王 ―シベリアの陰謀―      ／池井戸潤 

☆高校事変 〔１１〕                 ／松岡圭祐 

☆ＥＶＩＬ ―東京駅おもてうら交番・堀北恵平 

  〔６〕―                            ／内藤了 

りおさん２冊目  ＆  ここさん２冊目 

(小学３年生)       （小学３年生） 

発行日 

令和３年11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 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
 

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 

（にじのわ）相談 

（11月15日まで要申込） 

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

3 水 図書休室日 文化の日  19 金   

4 木    20 土 図書休室日 翔龍祭（林業祭り、作品展示） 

5 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 

介護予防教室 

13：30～殿原老人憩いの家 
 21 日 図書休室日 翔龍祭（林業祭り、作品展示） 

6 土 
図書休室日 

ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

  22 月  翔龍祭（作品展示） 

7 日 図書休室日   23 火 図書休室日 
翔龍祭（作品展示） 

勤労感謝の日 

8 月  
介護予防教室 

13：30～大熊集会所 
 24 水 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

ビーチバレーボール大会 

19：30～村民体育館 

 

9 火 移動図書館「べんけい号」 

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 

こころの健康相談 

（11月５日までに要申込） 

龍神保健センター 

秋季全国火災予防運動 

 25 木   

10 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
秋季全国火災予防運動  26 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

移動図書館「やまびこ」号 

 

11 木  

乳児検診 

受付時間個別案内 

龍神保健センター 

秋季全国火災予防運動 

 27 土 
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 
 

12 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～廣井原広栄会館 

秋季全国火災予防運動 
 28 日   

13 土 図書臨時休室日 秋季全国火災予防運動  29 月   

14 日 図書臨時休室日 

第64回関西実業団対抗 

駅伝競走大会 

スタート  9：10 

ゴール  13：10頃 

秋季全国火災予防運動 

 30 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 

15 月  
介護予防教室 

13：30～三ツ又集会所 

 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 

ママストレッチ 

13：30～龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～方栗集会所 


