
第1巻 第1号 

令和３年６月号 

（第444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・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 

６月１日（火） 

龍神地域 人口 世帯数(令和３年４月末現在) 

総人口2,963人 

（男1,378 女1,585） 

 1,530世帯  

 田辺市では、６５歳以上の方（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）を対象に、集団接種と医

療機関での個別接種の２つの方法で新型コロナワクチン接種を実施しています。 

龍神地域内での新たな集団接種の日程は、未定となっていますが、医療機関による個別接種は、次

の２か所で実施（事前に予約が必要）します。 

◎大嶋内科医院 

 予約は、大嶋内科医院（☎77-0029）に電話してください。 

◎龍神中央診療所（基本は、かかりつけの方優先とします。） 

 予約は、平日に住民福祉課（☎78-0820）まで電話してください。 

 既に、集団接種の申込をされている方も予約はできますが、接種日の決定状況によって、集団接

種もしくは個別接種のどちらかをキャンセルしていただくことになります。 

 田辺市教育委員会龍神教育事務所では、次のとおり会計年度任用職員を募集します。詳しい内容

については、龍神教育事務所までお問い合わせください。 

《募集人員》 １名 

《勤務場所》 龍神市民センター（田辺市龍神村安井1048-6 ☎78-0301） 

《業務内容》 一般行政事務（一般事務補助・パソコン操作等） 

《免許資格》 普通自動車免許 

《雇用期間》 令和３年７月１日～令和４年３月31日 ※更新の可能性あり。 

《待 遇 等》 ①基本報酬 月額127,248円～131,168円（社会保険、雇用保険の適用あり） 

   ②手  当 時間外勤務手当・通勤手当（２㎞以上）・期末手当 

   ③勤務時間 午前８時30分～午後４時15分（６時間45分、休憩１時間） 

   ④休  日 土曜、日曜、祝日、国民の休日及び年末年始（12月29日～１月３日） 

   ⑤有給休暇 規定による。 

《受付期間》 令和３年６月１日（火）～15日（火） 

《提出書類》 市販の履歴書（写真貼付） 

《面接試験》 令和３年６月18日（金）午後１時30分～ 

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：６月２日(水)９日(水)16日(水)23日（水）13：30～ 場所：龍神広場 

〇ビーチバレーボール大会 日時：６月23日(水)         19：30～ 場所：市民体育館(安井)   

○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   

 

 龍神行政局では、家庭ごみ（定期収集の袋に入らない粗大ごみや処理困難物）の自己搬入を受付
しております。近年は、搬入量が年々増加しております。リサイクル、ごみの減量のため、下記の
分別をしていただき搬入をお願いします。 
 定期収集の袋に入るものについては、定期収集をご利用ください。 
 カン、ビン、ペットボトルは、ラベル等を取り除いてきれいにして拠点回収をご利用ください。 
 古紙類については、龍神中学校の古紙回収や拠点回収をご利用ください。 
 
〇可燃ごみ（木など）・・・タンスなどの木製家具、剪定した木、たたみなど 
 ※家具などでガラスや電気部品などのついているものは、可能な限り外してください。 
〇可燃ごみ（木を除く）・・・布団、衣類、紙類など 

〇資源ごみ・・・電化製品、機械類、ガスコンロ、灯油ストーブ、自転車など 
 ※灯油などの燃料は、抜き取ってください。 
 ※蛍光灯、乾電池は取り除いてください。 
〇鉄ガラ・・・主に金属（鉄、アルミ、ステンレスなど）のみのもの 
〇プラスチックごみ・・・発砲スチロール、プラスチック容器、プランターなど 
 ※容器は、内容物を取り除き、きれいにしてください。 
〇埋立ごみ・・・せともの、ガラス、じゅうたん、ソファー、ビニールホースなど 
〇処理困難物・・・消火器、タイヤ、椅子型マッサージ機、スプリングマットレスなど 
 ※別途、処理手数料が必要です。 
 
※その他詳細については、ごみ収集カレンダー,ごみ分別辞書をご覧いただくか、住民福祉課 
 （☎78-0820）までお問い合わせください。 

 夏休み期間中に、小学生が安心安全に過ごす居場所づくりを龍神教育事務所に開設します。この

事業にご協力していただける方を指導者として募集します。 

《募集人員》 複数名 

《勤務場所》 龍神市民センター（田辺市龍神村安井1048-6 ☎0739-78-0301） 

《業務内容》 常時２名体制の交代制で自主学習や屋内外の遊び・体験等の見守り 

《募集条件》 １８歳以上（高校生不可）から65歳までの方 

   ※教員免許や保育士免許は必須ではありません。 

《賃  金》 ９３５円/時間～ 

《雇用期間》 令和３年７月21日～令和３年８月31日までの平日 

   ※勤務日は採用決定後に調整します。 

《勤務時間》 ①午前８時00分～午後３時45分（休憩１時間） 

   ②午前８時00分～午後１時00分 

   ③午後12時30分～午後６時30分 

   ④午後12時00分～午後６時00分 

《受付期間》 令和３年６月１日（火）～令和３年６月30日（水） 

《提出書類》 市販の履歴書（写真貼付） 

《選考方法》 履歴書選考、応募人数により面接 

《申し込み・お問い合わせ先》 龍神教育事務所 ☎0739-78-0301 



≪一般書≫  ２６ 冊 

☆野鳥手帳  「あの鳥なに？」がわかります！ 

         ／叶内拓哉 

☆いーすとけん。 ―パン屋のわんこのちいさなぼ 

 うけん―      ／ｋｏｄａｍａ 

☆古木巡礼         ／倉本聰 

☆世界一やさしい 超勉強法１０１  ／原マサヒコ 

☆美しい和菓子の図鑑     ／青木直己 

☆７０・８０・９０歳の“若返り” 筋トレ  

 （別冊ＮＨＫきょうの健康）    ／久野譜也 

☆新 謎解きはディナーのあとで    ／東川篤哉 

☆白鳥とコウモリ     ／東野圭吾 

☆キングダム ―映画ノベライズ―    ／藤原健市 

☆冬華       ／大倉崇裕 

☆ＭＲ ―Medical Representative―   ／久坂部羊 

☆曲亭の家      ／西條奈加 

☆沈黙の終わり 上・下    ／堂場瞬一 

☆ブックキーパー 脳男    ／首藤瓜於 

☆エレジーは流れない   ／三浦しをん 

☆掟上今日子の鑑札票 〔１３〕   ／西尾維新 

☆これは経費で落ちません！ [８]   ／青木祐子 

『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 

６月中に  ６８  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪児童書≫  ４２ 冊 

☆青鬼〔７〕沈黙の映画館    ／黒田研二 

☆星のカービィ カービィファイターズ  

 宿命のライバルたち！！    ／高瀬美恵 

☆みつばちと少年    ／村上しいこ 

☆ゆりの木荘の子どもたち    ／富安陽子 

☆ぼくのあいぼうはカモノハシ 

      ／ミヒャエル・エングラー 

☆デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 ―映 

 画ノベライズ―     ／河端朝日 

☆人狼サバイバル〔３〕～〔５〕  ／甘雪こおり  

☆すみっコぐらし ナゾトレもっといっぱい 

      ／サンエックス㈱ 

☆ミラクルきょうふ！本当に怖いストーリー  

 ＤＸ 白い闇         ／闇月麗 

☆海・川の危険生物スペシャル   ／今泉忠明 

☆はじめての くるまずかん 

☆動物 なぜなに質問箱    ／小菅正夫 

☆あなふさぎのジグモンタ  ／たかおゆうこ 

☆どこからきたの？おべんとう  ／鈴木まもる 

☆えんそく ねこねこ    ／長野ヒデ子 

《べんけい号》       令和３年６月４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６月22日（火） 

 ○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 

ひなさん(小学4年生) 
４冊目 

あいとさん(小学６年生) 
1冊目 

さきさん(小学3年生) 
３冊目 

発行日 

令和３年６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 火 明るい笑顔街いっぱい運動 

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 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 

（６月11日まで要申込） 

2 水 
グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

  18 金 
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 

3 木  
介護予防教室 

13：30～東集会所 
 19 土 図書休室日 

ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

4 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 
 20 日 図書休室日  

5 土 図書休室日   21 月   

6 日 図書休室日 

新型コロナウイルスワクチン 

集団接種（２回目） 

受付時間個別案内 

龍神市民センター 

 22 火 移動図書館「やまびこ号」 

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 

介護予防教室 

9：30～白寿荘 

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

7 月    23 水 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

ビーチバレーボール大会 

（龍神SC) 

19：30～市民体育館 

 

8 火  

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

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 

 24 木   

9 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～丹生ノ川振興館 
 25 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
 

10 木    26 土   

11 金  

介護予防教室 

13：30～宮代老人憩いの家 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

 27 日  
集団検診 

受付時間は申込者に案内 

龍神市民センター 

12 土  
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 
 28 月   

13 日    29 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 

14 月    30 水   

15 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  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 
16 水 

グラウンドゴルフ教室 

（龍神SC） 

13：30～龍神広場 

集団検診 

受付時間は申込者に案内 

龍神市民センター 


