
第1巻 第1号 

令和４年５月号 

（第455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 

５月２日（月） 

龍神地域 人口 世帯数(令和４年３月末現在) 

人口 2,872人(男1,346  女1,526) 1,500世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和４年３月末現在) 

人口70,414人(男33,110女37,304)35,003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。 

○歩こう会 奥辺路    日時：５月１日(日) 

○ビーチバレーボール大会 日時：５月25日(水) 

○グラウンドゴルフ教室  日時：５月６日(金)13日(金)20日(金)25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 

 

下記日程で、集団検診【特定健康診査、各種がん検診（胃・大腸・肺・乳房・子宮）及び肝炎ウ

イルス検診】を実施します。 

対象となる方には、４月中旬にご案内をお送りさせていただいておりますので、５月２０日

（金）までにお電話にてお申し込みください。 

日程及び場所 

６月15日（水） 龍神市民センター 

６月26日（日） 龍神市民センター 
 

集団検診までの手順 

❶ 5/20までに電話でお申込みください。「希望する検査項目」と「日程」をお伝えください。 
 

❷ お申込み後、申し込んだ検診日の約１週間前頃に検診の問診票等の封書が届きます。 

  ※検診前に届く封書内に記載されたご自身の受付時間を必ずご確認ください。 
 

❸ 検診当日、ご自身の検診受付時間を必ず確認の上、ご自身の受付時間内にお越しください。 
 

  ※新型コロナウィルス感染対策として、受付時間を区切ってご案内する予定です。 

   問診票とともに届く封書内に書かれたご自身の受付時間をご確認ください。 

   早くお越しになっても、ご自身の受付時間までは、ご案内できませんので、設定された 

   受付時間前の来館はご遠慮ください。 
 

 ※その他検診についての詳細は、お送りしているご案内をご覧ください。 

 コロナ禍でも健康管理は大切です！！ 

 年に１回は、健康チェックのため、検診を受けましょう。 
 【お問い合わせ先】 龍神行政局 住民福祉課  ℡ ７８-０８２０ 

 

局長名・課名・課長名等 係名・職員名等 課名・課長名等 係名・職員名等 

行政局長 
前田 敦司 

総務課 

課長 﨑山 勇樹 
参事 敷地 弘規 
78-0111(代表) 
78-0116(FAX) 

総務係 
係長  五味 大記 
事務員 稲垣 蓮 
会計年度任用職員 榎本 殖美 

地域おこし協力隊 手塚 聖香 

産業建設課 

課長 西 潤二 
  
 78-0800 
（商工観光係） 
  
 78-0830 
（農林土木係） 

商工観光係 

係長 後藤 達也 

主査 若井 祐介 
会計年度任用職員 

      岡崎 久美 

住民福祉課 

課長 塚 常武 
  
 78-0810 

（住民係） 
  
 78-0820 
（保健福祉係） 

住民係 

係長  松場 達也 

企画員 柳本 佳則 

主査  吉本 真由美 

農林土木係 

係長 栗原 誉拓 
主査 荒原 貴浩 
主事 鍋島 数彦 
集落支援員 

   岡本 保彦 
   久保 めぐみ 
   小椋 照男 
道路整備作業員 
   岡本 郁美  

保健福祉係 

係長  上中 清 

主査  五味 一平 
保健師 岡本 真実 
保健師 山本 美紀 
主事  小川 博 

(公社)龍神観光協会 担当：寒川 若菜           (１階 商工観光係内) 78-2222 

(公社)田辺市シルバー人材センター龍神支部 担当：松本 淳(１階)勤務日：月水金 78-0820 

 龍神地域型地域包括支援センター               （１階） 78-0081 

田辺消防署 龍神分署                    （１階） 78-0119 

西牟婁振興局 建設部 龍神駐在                           （２階） 78-0049 

龍神村商工会                                   （２階） 78-0472 



『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 

《やまびこ号》     令和４年５月24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 

《べんけい号》     令和４年５月12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 

こたろうさん１冊目 

(小学２年生) 
りおさん３冊目 

(小学４年生) 

ことみさん１冊目 

(小学２年生) 

発行日 

令和４年５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 
歩こう会 奥辺路 

龍神スポーツクラブ 
 17 火   

2 月  明るい笑顔街いっぱい運動  18 水   

3 火 図書休室日 憲法記念日  19 木  
障害児・者相談支援センター

（にじのわ）相談 

（５月13日まで要申込） 

4 水 図書休室日 みどりの日  20 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 

介護予防教室 

13：30～殿原老人憩いの家 

5 木 図書休室日 こどもの日  21 土   

6 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 

  22 日 図書休室日  

7 土    23 月  
介護予防教室 

13：30～三ツ又集会所 

8 日 図書休室日   24 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) 

10：00～龍神市民センター 

9 月    25 水 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

龍神SC 

ビーチボールバレー大会 

19：30～村民体育館 

 

10 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 

 26 木  
ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

11 水    27 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～大熊集会所 

12 木 移動図書館「べんけい号」   28 土  
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

13 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 
 29 日 図書休室日  

14 土  
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 
 30 月   

15 日 図書休室日   31 火   

16 月   

 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。 


