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―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（木） 

龍神地域 人口 世帯数(令和４年10月末現在) 

人口 2,822人(男1,324  女1,498) 1,491世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和４年10月末現在) 

人口69,904人(男32,860女37,044)35,007世帯 

 令和４年11月19日（土）～11月23日（水）の５日間、龍神市民センターと周辺において、午前９

時から午後５時までの間、２０２２翔龍祭が開催されました。 

 今年の翔龍祭は、林業まつり50周年記念シンポジウム「龍神林業 昔と今とこれからと」、作品

展、南部高校龍神分校による模擬店etc、５th龍神チェーンソーアートデイズ2022、切り絵と木工

のおもちゃづくりに加えて、和歌山県主催で「第４回きのくに伐木チャンピオンシップ2022」も同

時開催しました。当日は、大勢の方にご来場いただき、大盛況で終わることができました。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。 

林業まつり50周年記念 
シンポジウム 

文化祭作品展 

龍神分校 模擬店 チェーンソーアート 

ボルダリング 
第４回 きのくに 

伐木チャンピオンシップ 

 第65回関西実業団対抗駅伝競走大会

は、新型コロナウイルス感染症拡大予

防対策として、一般の方の沿道での応

援は自粛をお願いし、企業応援のみ人

数・場所等を制限した上で実施しまし

た。今大会には15チームが参加し、悪

天候の中、上位４チームが４時間を切

るレース展開となり、ＮＴＴ西日本が

１区から一度もトップを譲ることな

く、３時間５６分４６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67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。 

総合成績 

順位 チーム 記録 順位 チーム 記録 

優 勝 ＮＴＴ西日本 3：56：46 第９位 ＫＥＰＪＴ 4：25：57 

第２位 ＳＧＨ 3：57：20 第10位 ＤＥＥＡＲＳ 4：26：47 

第３位 大塚製薬 3：58：02 第11位 GRowing MAN 4：32：58 

第４位 住友電工 3：59：19 第12位 ＧＲｌａｂ 4：36：32 

第５位 大阪ガス 4：00：17 第13位 大阪市役所 4：37：29 

第６位 大阪府警 4：01：25 第13位 ミロクＲＣ 4：37：29 

第７位 ＯＢＲＳ 4：19：00 第15位 ＷＡＣ 5：00：59 

第８位 和歌山ＲＣ 4：24：06 － － － 

区間 氏名 チーム 記録 備考 

第１区(12.6km) 服部 弾馬 ＮＴＴ西日本 37：50  

第２区(7.68km) アンティパス キベット ＳＧＨ 22：04  

第３区(10.87km) 清水 颯大 大塚製薬 30：17  

第４区(9.5km) 小林 歩 ＮＴＴ西日本 26：21 区間新 

第５区(16.0km) 上門 大祐 大塚製薬 48：00  

第６区(11.0km) 村本 一樹 住友電工 32：42  

第７区(12.8km) 川端 千都 ＳＧＨ 36：59  

区間賞 



≪一般書≫  ９ 冊 

☆身近な人が認知症になったら ―○×マンガで対応 

 策がすぐわかる―          ／佐藤眞一 

☆絶対に行けない世界の非公開区域９９ コンパクト 

 版 ―ガザの地下トンネルから女王の寝室まで― 

                ダニエル・スミス 

☆血圧を下げる！１か月献立 ―薬に頼らない健康レ  

 シピ―               ／島田和幸 

☆リバー               ／奥田英朗 

☆首切り島の一夜           ／歌野晶午 

☆神と王 ―亡国の書―        ／浅葉なつ 

☆君のクイズ              ／小川哲 

☆ＪＫ 〔２〕            ／松岡圭祐 

☆世界の望む静謐            ／倉知淳 

『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/kanpou2022/index.html 

《べんけい号》     令和４年12月６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 

≪児童書≫  ８ 冊 

☆妹はブロンドヘアー        ／パク ミラ 

☆恐怖の扉がひらく！１０行の怪談 厄  ／福井蓮 

☆夢見せバクのおまじない（５分間ノンストップ 

 ショートストーリー）       ／萩原弓佳 

☆ラストサバイバル〔１６〕しくまれた入学！サバ 

 イバル中学 －生き残りゲーム－   ／大久保開 

☆そうなのよ              ／高畠純 

☆まじょねこマーニャ まほうのゆびわ 

                ／さかいさちえ 

☆ティラノサウルスものがたり －たたかえつよく 

 なれ！－ 

☆きのこぼうやと もりのおしごと ／やまだみかこ 

《やまびこ号》     令和４年12月20日（火） 

 ○咲楽小学校      １０：００～１０：４０  

  ○上山路小学校     １１：２０～１１：５０ 

 ○中山路小学校     １３：００～１３：４０ 

 ○龍神小学校      １４：１０～１４：４０ 

１１月中に  １７  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

 田辺市立図書館龍神分室では、読書推

進の一環として、小学生以下を対象にス

タンプラリーを行っています。５冊借り

るとスタンプ１個押せます。25個スタン

プを押すと１冊分になります。１冊から

12冊まで景品を用意（田辺市青少年育成

市民会議龍神地区協議会の協力）してい

ます。ぜひ、龍神分室でたくさんの本を

借りてください。 

※田辺市立図書館龍神分室以外では実施

していませんので予めご了承ください。 

 
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７日(水)・14日(水)・19日(月) 13：30～場所 

○陸上教室       日時：毎週(月･金)及び第１・３(水)別途  19：00～場所：龍神中学校 

○歩こう会       日時：12月４日(日)            8：00～場所：龍神市民センター 

 ※青少年龍神地区協議会と共催の為、小中学生優先で定員15名程度です。申込みは龍神教育事務所へ。 

発行日 

令和４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 木  明るい笑顔街いっぱい運動  17 土   

2 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
  18 日 図書休室日  

3 土    19 月 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
 

4 日 図書休室日 

歩こう会（熊野古道大辺路） 

８：00～龍神市民センター 

※要申込 
 20 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) 

クリスマス会 子育てサロン 

10：00～龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～白寿荘 

5 月    21 水   

6 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 
 22 木  

ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

7 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
  23 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～丹生ノ川振興館 

8 木  

介護予防教室 

13：30～下柳瀬会館 

乳幼児健診 

(受付時間は対象者に個別案内) 

龍神保健センター 

 24 土  
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

9 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 
  25 日 図書休室日  

10 土  

ふれあいスクール 

カミンズタイムin龍神 ※要申込 

9：30～龍神市民センター 
 26 月   

11 日 図書休室日   27 火   

12 月  
介護予防教室 

13：30～東集会所 
 28 水 体育施設休館  

13 火  
つれづれ会 

9：30～上柳瀬多目的集会所 
 29 木 

龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休室日 

 

14 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
  30 金 

龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休室日 

 

15 木  

障害児・者相談支援センター

（にじのわ）相談 

（12月12日まで要申込） 
 31 土 

龍神市民センター休館 

体育施設休館 

図書休室日 
 

16 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～小家会館 

 〇陸上教室(龍神SC)毎週(月・金)と第１・３(水)別途 

  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。  


