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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 

―夏の子どもを守る運動― 

夏休みの子どもたちを地域みんなで 

水の事故などから守り育てましょう。 
龍神地域 人口 世帯数(令和３年６月末現在) 

総人口2,954人 

（男1,375 女1,579） 

 1,531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：８月４日(水)11日(水)23日(月)27日（金）13：30～ 場所：龍神広場 

○ビーチボールバレー大会 中止   

○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 

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

○壮年野球大会      中止 

 

 龍神公民館では、７月22日（木）と７月23日（金）

の２日間、龍神市民センターにおいて、龍神村内の小

学５年生及び小学６年生を対象とした「自然生活への

チャレンジ推進事業を実施しました。今年は７月22日

に小学６年生12名、７月23日に小学５年生16名が参加

しました。午前中はパン作りとバターづくり、みんな

でパンをこねて、生クリームからバターを作り、薪を

割り、火を起こして、ダッチオーブンで焼き上げまし

た。午後は、G.WORKSの松本さんと山本さんを講師

に、スツールづくりをしました。 当日は、晴天で児

童にも怪我もなく事業を終えることができました。 

 ご協力頂いた方々に紙面をお借りし、御礼申し上げ

ます。 
薪割りの様子 

パンづくりの様子 スツールづくりの様子 

 龍神村軟式野球連盟では、第15回龍の郷野球大会の参加チームを募集しています。 

 地域や職場でチームを作ってご参加ください。  

 ≪大会日程≫令和３年８月14日（土）～15日（日） ※16日（月）予備日 

 ≪場  所≫グリーングラウンド・龍神広場の２会場 

 ≪参 加 費≫10,000円（抽選日に持参） ※ただし、中学生単独チームは無料。 

 ≪参加資格≫和歌山県内に在住者。（大会当日１ヶ月前より、県内に実際に在住している方。住民票が 

       県内にあっても、実際は県外に住んでいる方や、県外の職場で働いている方は参加不可） 

       チームの代表者、監督は、旧龍神村民または、村出身者（２世まで）であること。 

 ≪申 込 み≫西  松本和弘  ℡78-2050 

       福井 松本石油店 ℡77-0058  

 ≪締 切 り≫令和３年８月３日（火）まで 

 ≪抽 選 日≫令和３年８月７日（土）19：30～ 龍神市民センター 

       大会説明を行うので各チーム必ずご参加ください。なお、新型コロナ 

       ウイルス感染拡大防止の為、各チーム１名のみの参加でお願いします。 

 村民文化祭実行委員会では、下記のとおり出展作品を募集します。多くの皆様の出展をお待ちしておりま

す。なお、舞台発表につきましては、８月末頃に開催の可否を判断します。 
 

 ≪展示期間≫ 令和３年11月20日（土）～23日（火） 

 ≪募集内容≫ 絵画・彫刻・書道・陶芸・木工芸・写真・ちぎり絵・短歌・俳句・手芸・生花・ 

          研究発表など文化作品各種 

 ≪搬 入 日≫ 令和３年11月19日（金）午前９時～ 

 ≪搬 出 日≫ 令和３年11月24日（水）午前９時～ 

          ※作品搬入・飾り付け・搬出は出品者が責任をもって行ってください。 

          ※会場のパネル準備・撤去等にもご協力ください。 

 ≪展示打合せ≫ 令和３年11月上旬 

   ※日時は改めてお知らせします。龍神市民センター２F大会議室にて行いますので、 

    出品者は必ずご出席ください。 

 ≪申込方法≫ 「第36回村民文化祭作品展出品者募集」チラシ裏面の「第36回村民文化祭作品展出

   品票」に必要事項を記入の上、村民文化祭実行委員会事務局（龍神教育事務所）まで 

                    お申込み下さい。 

 ≪申込締切≫ 令和３年10月29日（金）17時まで 

 ≪お問合せ≫ 村民文化祭実行委員会事務局（龍神教育事務所 ℡0739-78-0301） 



≪一般書≫  ３４ 冊 

☆今だから、家事のしくみを、整える ―掃除、 

 洗濯、食事の支度― 

☆前線 ―歌集―／犬養楓 

☆歴史探偵 忘れ残りの記／半藤一利 

☆母親を失うということ／岡田尊司 

☆描きたい！！を信じる ―少年ジャンプがどうし 

 ても伝えたいマンガの描き方― 

     ／週刊少年ジャンプ編集部 

☆５０歳からの脊柱管狭窄症は９０％の固定で治 

 る！        ／笠原巌 

☆今日の限界めし      ／ＫＵＭＡ 

☆ＢＥＳＴ ＨＩＴ！ボブ＆ショート ヘアカタログ 

 500 2021 今度こそ「似合う髪」が見つかる！ 

☆殿様は「明治」をどう生きたのか    ／河合敦 

☆耳が遠くなった？と思ったら読む本 ―耳鼻咽喉 

  科の名医と“きこえ”のプロが教える― 

         ／市村恵一 

☆大人のおうち服 ―ソーイングナチュリラ― 

           ／主婦と生活社 

☆必ず成功する激ウケ！マジック ―本格トリック 

 完全マスター―         ／Ｂｉｌｌｙ 

☆ひとりぶんのレンチンスパイスカレー ―３分チ 

 ンで超時短！―        ／印度カリー子 

☆世界の宝石文化史図鑑 ―スミソニアン宝石コレ 

 クション― ／ジェフリー・エドワード・ポスト 

☆ストレートネックと猫背が劇的に改善！ １分間 

 ストレッチ-姿勢がよくなり、痛みが消える- 

            ／村田雅史 

☆イラストでわかる 体幹バランストレーニング ― 

 最高の体を手に入れる！―     ／木場克己 

☆パンデミック日記      ／「新潮」編集部 

☆ドラゴン桜 「一発逆転」の育て方 

     ／ドラゴン桜「一発逆転」プロジェクト 

☆３秒以内で言える韓国語（ハングルマル）ひとこ 

 と練習帳              ／閔ソラ 

☆黒牢城ーArioka Citadel case―   ／米澤穂信 

☆ランチ酒 〔３〕 今日もまんぷく    ／原田ひ香 

☆あのね、聞いて。「きみが好き」    ／嶺央 

☆鬼人幻燈抄 〔７〕明治編 君を想う／中西モトオ 

☆竜とそばかすの姫          ／細田守 

☆星に祈る （おいち不思議がたり 〔５〕） 

                ／あさのあつこ 

☆琥珀の夏             ／辻村深月 

『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 

８月中に  ６９  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪児童書≫  ３５ 冊 

☆夜カフェ〔９〕           ／倉橋燿子 

☆赤いパーカーの花子さんとカゲフミさま 

                                     ／高橋佐理 

☆作家になりたい！〔１０〕恋のエッセイ書いちゃ 

 おう                ／小林深雪 

☆炎炎ノ消防隊〔６〕新たな火種       ／緑川聖司 

☆ラストサバイバル〔１３〕あの日の誓いをかみし 

 めて！サバイバルフードファイト   ／大久保開 

☆放課後、きみがピアノをひいていたから〔８〕 

 未来               ／柴野理奈子 

☆ハニーレモンソーダ ―映画ノベライズ― 

                                   ／はのまきみ 

☆時間割男子〔１〕～〔４〕     ／一ノ瀬三葉 

☆逃走中〔３〕テーマパークはハンターだらけ！？ 

 絆で勝利をつかみとれ！        ／小川彗 

☆一年間だけ。〔７〕キミへと、想いが走りだ 

 す…                ／安芸咲良 

☆妖怪攻略大百科           ／多田克己 

☆バトル・ブレイブス 空の王者ワシと大空中戦！  

 ―空と海の動物編 ２―      ／パンク町田 

☆にゃんこ大戦争 ナゾトキブック ナゾトキでＩＱ 

 爆上がりにゃ編           ／ポノス㈱ 

☆大迫力！禁断の都市伝説大百科     ／朝里樹 

☆マンガでよくわかる ねこねこ日本史 ジュニア版 

 〔４〕～〔８〕         ／そにしけんじ 

☆絵本 はたらく細胞〔２〕超強敵！インフルエンザ 

 と食中毒              ／牧村久実 

☆機界戦隊ゼンカイジャー ひみつ百科 ―ゼンカイ 

 ジャーのひみつが全力全解！！― 

☆いつつごうさぎと うみのほうせき／まつおりかこ 

☆すみっコぐらし まちがいさがし どこもかしこも 

 すみっコ編           ／主婦と生活社 

☆恐竜トリケラトプスとティラノクイーン ―さい 

 きょうのてきとたたかうまき―  ／黒川みつひろ 

☆おちちゃった            ／市居みか 

《べんけい号》     令和３年８月５日（木） 

 ○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 

発行日 

令和３年８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 日 図書休室日   17 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 

2 月  
介護予防教室 

13：30～東集会所 
 18 水  

介護予防教室 

13：30～湯ノ又集会所 

3 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 
 19 木  

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～小家会館 

障害児･者相談支援センター 

（にじのわ）相談 

（８月13日まで要申込） 

4 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

介護予防教室 

13：30～丹生ノ川振興 
 20 金 

書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～宮代老人憩いの家 

5 木 移動図書館「べんけい号」   21 土 図書休室日 
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

6 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
  22 日   

7 土 
第15回龍の郷野球大会抽選日 

19：30～龍神市民センター 

図書休室日 

ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 
 23 月 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
 

8 日 図書休室日 

山の日 

歩こう会 ８：00～ 

龍神市民センター 
 24 火  

つれづれ会 

9：30～上柳瀬集会所 

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）育児サロン 

10：00～龍神市民センター 

9 月 図書休室日 振替休日  25 水   

10 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 
 26 木   

11 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
  27 金 

書道教室（B）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 

 

12 木    28 土   

13 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
  29 日 図書休室日  

14 土 
第15回龍の郷野球大会 

図書休室日 
  30 月   

15 日 
第15回龍の郷野球大会 

図書休室日 

龍神村盆踊り大会

（中止） 
 31 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 

16 月   
 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 


