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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 

―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（水） 

龍神地域 人口 世帯数(令和４年４月末現在) 

人口 2,858人(男1,338  女1,520) 1,497世帯  

田辺市  人口 世帯数(令和４年４月末現在) 

人口70,321人(男33,046女37,275)35,032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：６月１日(水)６日(月)22日(水)29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(水)      19：00～場所：龍神中学校 

 

本年度第１回古紙・古着回収を下記のとおり実施いたしますので、地域の皆様には、ご協力いた

だけますようお願い申し上げます。 
 

○日  時：６月５日（日）午前８時から 

      ８時までに道路沿いに出しておいてください。 

      雨天中止の場合➡午前７時に放送します。延期６月12日（日）８時から 

○回収場所：旧龍神中学校グランド、龍神市民センター（安井）横の広場、甲斐ノ川発電所の広場 

○回収物とお願い 

【新聞・雑誌】 新聞に広告が入っていてもかまいません。紙類は紐で縛って出してください。 

 ※雨の日に配達される新聞のビニール包装は取り除いてください。 

 ※紙類はビニール袋や箱に入れて出さないでください。 

【段ボール】  紐で縛らなくてもかまいません。 

【牛乳パック】 洗って出してください。 

【古着】    使用できる物をビニール袋に入れて出してください。 

○回収してもらえないもの 

 シュレッダーした紙類、ロールの芯、ふとん、毛布、カーテン、毛糸、農業用の紙シート、 

 酒パック等（内側がアルミ箔などでコーティングされているもの） 

古紙 

回収 

倉庫 

校舎 

正門 

三ツ又区、龍神区、丹生ノ川区の皆様へ 

※６月３日（金）に職員で回収します。 

 ご協力よろしくお願いします。 

《延期の場合６月10日（金）≫＊小雨決行 

 

※なお、平日でも学校まで持参頂ければ 

 回収は行っています。 

 体育館下の古紙回収倉庫へ入れてください。 

龍神女性会では、新型コロナウイルス感染対策を講じた上で、バス研修（八坂神社・城南宮）を

行います。京都八坂神社は龍神村柳瀬にある八坂神社の総本社です。また、城南宮は京都を出発す

る熊野古道の起点です。いずれの見学場所も本市にゆかりのある場所となっていますので、会員の

皆様はお誘い合わせのうえ、ぜひお申込みください。 

なお、バス研修は女性会会員が対象となっておりますので、現在会員でない方も、この機会にぜ

ひご入会ください。 
 

○日  時：６月28日（火）龍神市民センター ７時30分発 

○場  所：八坂神社・城南宮（京都市） 

○参 加 費：3,300円 ※当日ご持参ください。 

○準 備 物：マスク・歩きやすい服装・タオル・帽子など 

○申 込 み：６月10日（金）までに龍神教育事務所へ 

      氏名・住所・生年月日・連絡先をお聞きします。 

○注意事項：マスク着用（バス内含む）、バス内での食事禁止。 

      新型コロナウイルス感染状況及び台風等により中止となる場合があります。 

○行  程：龍神市民センター発7：30～休憩２回～八坂神社（昼食・見学）11：00～ 

      八坂神社発13：30～城南宮14：00～城南宮発15：00～休憩２回～ 

      龍神市民センター到着18：30 ※行程は変更する場合があります。 

○新規入会：龍神教育事務所へお申込みください。会費は500円です。 

○問合せ先：龍神教育事務所 ☎0739-78-0301 

任期満了に伴う参議院議員通常選挙が執行されます。（７月10日（日）執行が想定されています

が、変更される場合があります。） 

龍神行政局では、参議院議員通常選挙に向けて下記のとおり会計年度任用職員を募集します。 

つきましては、申し込みを希望される方は下記まで、ご連絡ください。 

雇用期間 
６月20日（月）～７月12日（火）（７月10日（日）が投票日の場合） 

日程が変更された場合は、雇用期間も変更されます。 

従事場所 龍神行政局 

内  容 

選挙に向けた準備・片付け及び期日前投票補助事務 

パソコン操作の可能な方 

※必要に応じて夜間、土・日曜、祝日に時間外勤務有。 

定  員 １人 

必要書類 履歴書１通（市販の履歴書にて、写真を貼ってお持ちください。） 

募集締切 ６月７日（火） 

申込・問合先 龍神行政局 総務課 TEL78-0111 



『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６月３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４年６月22日（水） 

 ○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 

５月中に  ４５  冊の新刊が入りました。どうぞご利用ください。 

≪一般書≫  １７ 冊 

☆しない掃除 ―手間かけない、時間かけない、頑張 

 らない―                ／みな 

☆母親になって後悔してる     ／オルナ・ドーナト 

☆命のクルーズ           ／高梨ゆき子 

☆子どもに伝わる魔法の「ほめ方」「叱り方」  

 ーモンスター三つ子男子の母ちゃんが見つけたー 

                                     ／島谷留美 

☆真似のできない女たち  

  ―２１人の最低で最高の人生―   ／山崎まどか 

☆オッサンの壁           ／佐藤千矢子 

☆ｅｃｒｉｔｕｒｅ新人作家・杉浦李奈の推論 

 〔３〕 クローズド・サークル    ／松岡圭祐 

☆死香探偵[5]真心は捧げられた死と香る／喜多喜久 

☆高校事変 〔１２〕                  ／松岡圭祐 

☆心霊探偵 八雲 Short Stories          ／神永学 

☆あのこは美人        ／フランシス・チャ 

☆お化けのそばづえ          ／後谷戸隆 

☆チョウセンアサガオの咲く夏         ／柚月裕子 

☆剣持麗子のワンナイト推理           ／新川帆立 

☆やめるな外科医 泣くな研修医[4]  ／中山祐次郎 

☆海蝶 ―海を護るミューズ－     ／吉川英梨 

☆蛍の川               ／大城貞俊 

≪児童書≫  ２８ 冊 

☆どっちが強い！？からだレスキュー 

 〔１〕～〔３〕   ／ホットブラッドソウルズ 

☆ミラクルラブリー❤感動のどうぶつ感動ＤＸ 

                  ／春風はな 

☆この世界からサイがいなくなってしまう  

 ―アフリカでサイを守る人たち― ／味田村太郎 

☆捨てないパン屋の挑戦 ―しあわせのレシピ― 

                  ／井出留美 

☆ナゾトキ・ハンター 太平洋のゾンビ海賊団 

                  ／タダタダ 

☆いーすとけん。 

 ―ふかふかわんこのつめあわせ―   ／kodama 

☆香君〔上〕・〔下〕       ／上橋菜穂子 

☆つくしちゃんとおねえちゃん   ／いとうみく 

☆世にも奇妙な商品カタログ〔９〕えらべる予言 

 書・心霊写真カメラ他      ／地図十行路 

☆みんなのためいき図鑑      ／村上しいこ 

☆チョコレートタッチ 

     ／パトリック・スキーン・キャトリング 

☆一年間だけ。〔１０〕キミ一人で、トクベツで… 

                  ／安芸咲良 

☆りんごの木を植えて       ／大谷美和子 

☆風の神送れよ          ／熊谷千世子 

☆ぼくの弱虫をなおすには ／Ｋ．Ｌ．ゴーイング 

☆名探偵コナン ハロウィンの花嫁   ／水稀しま 

☆あかちゃんがきた！        ／松本春野 

☆おかねがどこからやってくる？   ／Ａｉｔｏ 

☆アンパンマンと たけとんぼまん ／やなせたかし 

☆ばあばに えがおをとどけてあげる 

             ／イザベル・フォラス 

☆すうがくでせかいをみるの  ／ミゲル・タンコ 

☆きんいろのしか ―バングラデシュの昔話― 

                  ／秋野不矩 

☆１１１本の木     ／マリアンヌ・フェラー 

☆おんぷちゃんとねこ     ／とよたかずひこ 

☆アンパンマンとムシバラス   ／やなせたかし 
よしのぶさん１冊目 

(小学３年生) 

発行日 

令和４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 水 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
明るい笑顔街いっぱい運動  17 金 

書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

介護予防教室 

13：30～小家会館 

2 木  
幼児健診（受付時間個別案内） 

龍神保健センター 
 18 土   

3 金 
書道教室（B）18：30～ 

龍神市民センター 

移動図書館「べんけい号」 

  19 日 図書休室日  

4 土    20 月   

5 日 図書休室日 
龍神中学校古紙回収 

へき地眼科検診 
 21 火  

介護予防教室 

13：30～白寿荘 

6 月 
龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
  22 水 

移動図書館「やまびこ号」 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 

 

7 火    23 木  
ふれあいサロンほて 

13：30～芝・北野集会所 

8 水    24 金 
書道教室（A）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 

9 木  
介護予防教室 

13：30～下柳瀬会館 
 25 土 

公民館グラウンド 

ゴルフ大会 
9：30～龍神市民センター 

ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 

10 金 
書道教室（A）18：30～ 

龍神市民センター 
  26 日 図書休室日 

集団検診（受付時間個別案内） 

龍神市民センター 

11 土  
ふれあいスクール 

9：30～龍神市民センター 
 27 月   

12 日 図書休室日   28 火  

龍神女性会バス研修（京都） 

7：30～龍神市民センター 

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 

13 月  
介護予防教室 

13：30～東集会所 
 29 水 

龍神SCグラウンドゴルフ 

13：30～龍神広場 
 

14 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) 

10：00～龍神市民センター 

 30 木   

15 水  
集団検診（受付時間個別案内） 

龍神市民センター  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  

 ※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。 
16 木  

障害児・者相談支援センター

（にじのわ）相談 

（６月10日まで要申込） 


