
第1巻 第1号 

令和３年12月号 

（第450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 

12月１日（水） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年10月末現在) 

人口 2,914人(男1,364  女1,550) 1,519世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和３年10月末現在) 

人口71,055人(男33,425女37,630)35,088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：12月１日(水)10日(金)17日(金) 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 

 

 令和３年11月20日（土）～11月23日

（火）の４日間、龍神市民センターにお

いて、午前９時から午後５時までの間、

第36回村民文化祭作品展が開催されまし

た。 

 昨年に引き続き、新型コロナウイルス

感染対策として、入口にて検温と受付を

行い、作品展を実施しました。 

 今年の作品展は、絵画・版画・書道・

工芸・ちぎり絵や、保育園児、小中高の

生徒作品などが出品され、幅広い年代の

方が作り上げた見応えのある作品展となりました。作品展期間中には約400名の方が訪れ、作品を

鑑賞した方から、「刺激を受けた！」などの感想もいただきました。 

 コロナ禍の中、村民文化祭を中止することなく、無事に開催できました。開催にご協力いただき

ました関係者、地域の皆様に感謝申し上げます。 

○放送大学は、2022年4月入学生を募集しています。 

○10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、   

 様々な目的で学んでいます。 

○心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目 

 から学ぶことができます。 

○資料を無料で差し上げています。 

 お気軽に放送大学和歌山学習センター（☎073-431-0360）までご請求下さい。 

○出願期間は、第1回が2月28日まで、第2回が3月15日まで。 

 

 龍神村開催30周年となっ

た今大会は、昨年に続き新

型コロナウイルス感染症拡

大予防対策として無観客で

の開催となりました。今大

会には12チームが参加し、

上位６チームが４時間を切

るハイレベルなレース展開

となり、ＳＧホールディン

グスが大会記録を２分近く

更新する、３時間５５分０

０秒でゴールテープを切り

優勝を飾りました。 

 上位５チームが、来年の元日に群馬県で開催される第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会

（ニューイヤー駅伝）に関西地区の代表として出場します。テレビ中継もされますのでご声援お願

いします。 

 大会開催にあたりご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。 

順位 チーム 記録 順位 チーム 記録 

優 勝 ＳＧＨ 3：55：00 第７位 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ 4：23：46 

第２位 大塚製薬 3：57：08 第８位 ＫＥＰＪＴ 4：26：19 

第３位 住友電工 3：57：29 第９位 ＧＲlab 4：29：04 

第４位 ＮＴＴ西日本 3：57：44 第10位 ＤＥＥＡＲＳ 4：30：05 

第５位 大阪府警 3：58：46 第11位 大阪市役所 4：46：48 

第６位 大阪ガス 3：59：18 棄権 兵庫県警 － 

総合成績 

区間賞 
区間 氏名 チーム 記録 備考 

第１区(12.6km) 永信 明人 大阪府警 38：00  

第２区(7.68km) アンティパス キベット ＳＧＨ 22：18  

第３区(10.87km) 野中 優志 大阪ガス 30：26  

第４区(9.5km) 千葉 直輝 ＳＧＨ 26：41 区間新 

第５区(16.0km) 上門 大祐 大塚製薬 47：22  

第６区(11.0km) 鈴木 塁人 ＳＧＨ 32：12 区間新 

第７区(12.8km) 川端 千都 ＳＧＨ 37：15  



≪児童書≫  ２１ 冊 

☆絶体絶命ゲーム〔１０〕人形館の呪いを解け⁉ 

                   ／藤ダリオ 

☆たまごの魔法屋トワ〔１〕～〔３〕 ／宮下恵茉 

☆カテイとつくりかけの家     ／福井さとこ 

☆５分後に妖しい異世界のラスト  ／エブリスタ 

☆しりとり電車のハヤイチくん    ／別司芳子 

☆チームEYE-S×渚くん ―七つ星遊園地のゆずと 

 千歌―               ／相川真 

☆絶叫学級〔３２〕コンプレックスの奴隷編 

                ／いしかわえみ 

☆ラストサバイバル〔１４〕絶望感染！サバイバル 

 ゾンビ鬼             ／大久保開 

☆どっちが強い⁉Ｘ〔９〕集まれ！Ｘベンチャー 

                ／エアーチーム 

☆どっちが強い⁉Ｘ〔１０〕ＳＯＳ！恐竜パニック 

                ／エアーチーム 

☆サボテンにハグなんてしない 

           ／カーター・グッドリッチ 

☆サンタクロースの冬やすみ ／マウリ・クンナス 

☆くぬぎのもりの どきどきはっぴょうかい 

               ／ふくざわゆみこ 

☆ほしじいたけ ほしばあたけ ―おにたいじはい 

  ちだいじ？―                      ／石川基子 

『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 

１２月中に  ４２  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12月３日（金） 

 ○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12月15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 

りおさん５冊目 

(小学３年生) 

≪一般書≫  ２１ 冊 

☆子どもの発達障害 ―子育てで大切なこと、やって 

 はいけないこと―          ／本田秀夫 

☆暮らしをそのままの自分に寄せて ―「ちゃんとや 

 ろう」じゃなくていい―      ／本多さおり 

☆今日の３時にまにあうおやつ 

☆ハンドメイドのかんたん子ども服 ２０２１－２０ 

 ２２ 秋冬 ―９０～１２０ｃｍ― 

☆からだに効く和の薬膳便利帳 ―症状別食材別― 

                    ／武鈴子 

☆ボクもたまにはがんになる           ／三谷幸喜 

☆僕のヒーローアカデミア 雄英白書 〔６〕 桜 

                                   ／誉司アンリ 

☆砂に埋もれる犬                     ／桐野夏生 

☆オリンピックにふれる        ／吉田修一 

☆大鞠家殺人事件            ／芦辺拓 

☆信州・塩尻峠殺人事件               ／梓林太郎 

☆むかしむかしあるところに、やっぱり死体があり 

  ました。              ／青柳碧人 

☆夜が明ける                         ／西加奈子 

☆万葉と沙羅                         ／中江有里 

☆鬼人幻燈抄[８]大正編 紫陽花の日々／中西モトオ 

☆ビタートラップ           ／月村了衛 

☆真・慶安太平記                     ／真保裕一 

そうまさん３冊目 

(小学３年生) 
そうたさん１冊目 

(小学２年生) 

発行日 

令和３年12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 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
明るい笑顔街いっぱい運動  17 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 

介護予防教室 

13：30～湯ノ又集会所 

2 木    18 土 
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

図書休室日 

 

3 金 
移動図書館「べんけい号」 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

  19 日 図書休室日  

4 土 
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

図書休室日 

  20 月   

5 日 図書休室日   21 火  

介護予防教室 

9：30～白寿荘 

フリースペースあずまや 

(子育てサークル)子育てサロン 

10：00～龍神市民センター 

 

6 月  
介護予防教室 

13：30～東集会所 
 22 水   

7 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 
 23 木   

8 水  
介護予防教室 

13：30～丹生ノ川振興館 
 24 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

9 木  
幼児検診 

(受付時間個別案内) 

龍神保健センター 
 25 土   

10 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 

  26 日   

11 土    27 月   

12 日    28 火 体育施設休館 

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 

13 月    29 水 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休室日 

 

14 火  

つれづれ会 

9：30～上柳瀬多目的集会所 

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 

介護予防教室 

13：30～宮代老人憩いの家 

 30 木 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休室日 

 

15 水 移動図書館「やまびこ」号    31 金 
龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休室日 

 

16 木  

介護予防教室 

9：30～小家会館 

ふれあいサロンほて 

11：30～芝・北野集会所 

障害児・者相談支援センター

（にじのわ）相談 

（12月10日まで要申込） 

 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  


