
発行日 

令和４年３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 

春季全国火災予防運動 

 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 

（３月14日まで要申込） 

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

2 水  春季全国火災予防運動  18 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

地域交流ゲートボール大会 

龍神ドーム 9：15～受付 

3 木  
乳児健診（受付時間個別案内） 

龍神保健センター 

春季全国火災予防運動 
 19 土 図書休室日  

4 金  春季全国火災予防運動  20 日 図書休室日  

5 土 図書休室日 春季全国火災予防運動  21 月 図書休室日 春分の日 

6 日 図書休室日 春季全国火災予防運動  22 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 

7 月  
介護予防教室 

13：30～ 大熊集会所 

春季全国火災予防運動 
 23 水   

8 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)子育てサロン 

10：00～龍神市民センター 

こころの健康相談 

（３月４日までに要申込） 

龍神保健センター 

 24 木   

9 水    25 金 子供の居場所づくり事業  

10 木  
乳児健診（受付時間個別案内） 

龍神保健センター 
 26 土   

11 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 

  27 日 
龍神SC 

グラウンドゴルフ大会 

13：30～龍神広場 

 

12 土    28 月 子供の居場所づくり事業  

13 日 歩こう会（熊野古道大辺路）   29 火 子供の居場所づくり事業  

14 月  
介護予防教室 

13：30～三ツ又集会所 
 30 水 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

子供の居場所づくり事業 

 

15 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） 

10：00～龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～方栗集会所 

 31 木 子供の居場所づくり事業  

16 水   

 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  

  

 ※新型コロナウイルス感染予防のため、中止となる 

  ことがあります。 

第1巻 第1号 

令和４年３月号 

（第453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 

３月１日（火） 

龍神地域 人口 世帯数(令和４年１月末現在) 

人口 2,894人(男1,355  女1,539) 1,505世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和４年１月末現在) 

人口70,775人(男33,268女37,507)35,010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：３月11日(金)27日(日)30日（水）    13：30～場所：龍神広場 

○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 

○歩こう会        日時：３月13日（日）         8：00～場所：龍神市民センター 

 

傷病野生鳥獣及び動物の死体を発見した場合は、動物の種類・場所等を確認の上、以下の傷病野

生鳥獣救護（表１）・動物の死体処理（表２）の連絡先まで電話でお知らせください。 

傷病野生鳥獣救護は、人間の行動が原因で傷ついた野生鳥獣や、国（環境省）や和歌山県のレッ

ドデータブックに記載されているような希少な野生鳥獣が対象となります。 

なお、自然の営みの中で傷ついた野生鳥獣の救護活動は行いません。 

傷病野生鳥獣救護(表１) 

対象となる野生鳥獣 具体例 担当課 連絡先 

人間の行動が原因で 

ケガした野生鳥獣 

・自動車でケガをさせてしまった鳥獣 

・釣り糸を絡めてしまった鳥  など 

龍神行政局 

産業建設課 
℡ 78-0830 

人間のいたずらや虐待 

によりケガをした野生鳥獣 
・矢が刺さっている鳥獣  など 

希少な野生鳥獣 

・種の保存法に基づき国内希少 

 野生動物に指定されている鳥獣 

・国(環境省)や県のレッドデータブック 

希少な野生鳥獣(カモシカ) 
・天然記念物に指定されている鳥獣 

 (カモシカ) 

龍神 

教育事務所 
℡ 78-0301 

 動物の死体処理(表２) 

対象 対応 担当課 連絡先 

ペット 
・火葬を希望する場合、飼い主が 

 田辺市ごみ処理場まで自己搬入(有料) 
田辺市ごみ処理場 ℡ 24-6218 

野生鳥獣 

（カモシカ以外） 
職員が回収 

龍神行政局 

住民福祉課 
℡ 78-0820 

カモシカ 職員が回収 龍神教育事務所 ℡ 78-0301 

※平日8：30～17：15以外と土・日・祭日は龍神行政局（0739-78-0111）へご連絡ください。 



 

３年間にわたり食生活と料理をお助けした「救菜レ

シピ」は、今号で終了させていただきます。 

前号に続き、３年間のレシピの中でもう一度お勧め

したい料理を紹介しています。最後の救菜レシピ、ど

うぞ手に取ってご覧下さい。 

長い間ご愛読いただき、本当にありがとうございま

した。 

そして５月からは、健
けん

口
こう

を保つために毎日の食事で

お口を救う【口救
こうきゅう

レシピ】を発行していきます。救

菜レシピ同様、皆様に愛される冊子となるよう努めて

まいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

令和４年春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４年３月１日（火）か

ら３月７日（月）までの一週間、全国一斉に「春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 

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 

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 

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 

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 

救菜レシピ「総集編第２号」を発行！ 

≪児童書≫  １３ 冊 

☆１０歳からのカラダ・性・ココロのいろいろブッ 

  ク 変わるカラダのいろいろ編（いま・生きる・ 

  ちからシリーズ）              ／アクロストン 

☆幻獣王最強バトル大図鑑 ―日本×世界ナンバー 

 ワン決定戦！―          ／村上健司 

☆オール仮面ライダー＆全怪人超百科 平成・令和 

 編 ―決定版― 

☆夜カフェ〔１１〕                  ／倉橋燿子 

☆ホラーチック文具（５分間ノンストップショート 

 ストーリー）           ／染谷果子 

☆こぶたのまーち          ／堀内誠一 

☆じゅうじゅうじゅう（０．１．２．えほん） 

                  ／あずみ虫 

☆ねこのオーランドー 毛糸のズボン 

            ／キャスリーン・ヘイル 

☆それいけ！アンパンマン アニメえほんブック 

 ヒーローズ４ ドキンちゃんと３ばいコキンちゃ 

 ん              ／やなせたかし 

☆動物のうんちえほん  ／ジュリア・ロンバルド 

☆北極点 ―かけろ！クマ 犬ぞりアタック隊― 

                  ／関屋敏隆 

☆絵本 はたらく細胞〔３〕はじめての敵！新型コ 

 ロナウイルス           ／牧村久実 

☆マーシャとくま ―さかなつり オオカミとおおさ 

 わぎ―              ／寺田真央 

『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 

２月中に  ３１  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪一般書≫  １８ 冊 

☆図説 ダイヤモンドの文化史 ―伝説、通貨、象 

 徴、犯罪まで―     ／マーシャ・ポイントン 

☆毎日コーデに活躍！！作って着回す大人服 ―何通 

 りにも着回せる、シンプルで作りやすい服２３― 

☆笑顔がふえる台所 ―台所はわたしの城。自分らし 

 くこだわったら、自然と人が集まる幸せな場所に 

 なりました。― 

☆橋本実花のネイルアートバイブル ―もっとわかり 

 やすく丁寧に！セルフネイルのすべてがわかる本 

 ―                 ／橋本実花 

☆獣医師が考案した一汁一菜 長生き犬ごはん ―こ 

 だわりの安心レシピ＆作り置きＯＫ！― ／林美彩 

☆将棋記者が迫る棋士の勝負哲学    ／村瀬信也 

☆たった１分で首・肩・腰がスーッと楽になるすご 

  い体伸ばし            ／柿澤健太郎 

☆夢探偵フロイト 〔５〕 ナイトメアの殺人実験 

                    ／内藤了 

☆草紙屋薬楽堂ふしぎ始末 〔６〕 凍月の眠り 

                                     ／平谷美樹 

☆桜風堂夢ものがたり         ／村山早紀 

☆桜底 ―警視庁異能処理班ミカヅチ―    ／内藤了 

☆探花 （隠蔽捜査〔９〕）       ／今野敏 

☆鑑定人 氏家京太郎         ／中山七里 

☆アクトレス             ／誉田哲也 

☆母の待つ里                         ／浅田次郎 

 龍神分室では、よりご利用いただきやすくするため、令和４年４月１日（金）から、毎週土曜日を開室日

とし、毎週日曜日を休室としました。 

 令和４年４月１日以降の開室日時 

 ☆祝日を除く月曜日と土曜日  午前９時 ～ 午後５時 

 ☆祝日を除く火曜日から金曜日 午前９時 ～ 午後８時 

《やまびこ号》     令和４年３月９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 

《べんけい号》     令和４年３月８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 


