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部会のお知らせ・報告
竜洋西会館が落成～新たな地域活動の拠点に‼～
昨年10月から建設工事が進められてきました竜洋西会館が
完成し、３月20日（春分の日）に関係者出席の下、落成式が
挙行されました。式では渡部市長、村松教育長の主催者挨
拶、寺田市議会議長の来賓祝辞のあと、開館を祝うテープ
カットが行われました。
同日 、一般公開に 合わせ
て、みんなと倶楽部の協力
により掛塚まつりのビデオ
放映、いにしえの掛塚写真
展も行われ、多くの方々が
見学に訪れました。
竜洋西会館は、竜洋交流センター
のサブセンターとして、４月１日
より使用が開始となりました。地域の皆さんの活動にご活用いただ
きますよう、お願いいたします。
なお、開館記念行事として、５月から12月までの毎月１回、「郷
土の歴史を学ぶ～掛塚湊の変遷～」講座の開催を予定しています。
こちらにもぜひご参加ください。

【安全安心部会】

春の全国交通安全運動街頭キャンペーンを実施

春の全国交通安全運動が４月６日から15日まで
実施されました。竜洋地区では、学校の行事予定
に合わせ、４月８日（木）に地区内３か所の交差
点で、交通安全委員らが「子供と高齢者を始めと
する歩行者の安全の確保」や「自転車の安全利用
の推進」等を重点目標とする街頭キャンペーンを
行いまし
た。今回
の重点箇
所である
岡の竜洋
中学校入
口信号機交差点では、安全安心部会役員を始め、交通安全委
員、対象自治会長、警察署員ら約30名が参加し、のぼり旗
の掲出や集団登校のこどもたちに声掛けなどを行いました。
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令和３年度竜洋地区の主な行事予定
令和３年度がスタートしました。新型コロナウイルスの感染は収束していませんが、ワクチン
接種も始まりますので、徐々に生活が回復、安定していくのではないかと思います。
本年度の竜洋地区における主な行事予定をお知らせします。
なお、諸事情により開催が中止となったり、日程が変更となったりする場合もあるので、ご注
意ください。
月

日

行 事 予 定

会 場 等

5月 8日（土）

住みよいまちづくり協議会総会

竜洋交流センター

5月21日（金）

竜洋中学校体育大会

竜洋中学校

6月 6日（日）

環境美化行動

各自治会

6月27日（日）

いさだキッズ・スポーツ大会

竜洋体育センター

7月18日（日）

竜洋水泳大会

竜洋海洋公園プール

9月 5日（日）

総合防災訓練

各自治会

環境美化行動

各自治会

10月23日（土）

東小学校・北小学校運動会

各小学校

10月30日（土）

西小学校運動会

西小学校

竜洋文化祭

竜洋なぎの木会館

11月 5日（金）

シニアクラブ運動会

竜洋体育センター

11月21日（日）

ふれあいまつり竜洋

竜洋体育センター

12月 ５日（日）

地域防災訓練・避難所訓練

各自治会・指定避難所

12月12日（日）

いさだキッズ・クリスマス会

竜洋体育センター

竜洋地区成人式

竜洋なぎの木会館

〃

10月30日（土）
10月31日（日）

１月 9日（日）
１月16日（日）
１月23日（日）

竜洋地区自治会別団体戦
グラウンドゴルフ大会

竜洋海洋公園多目的広場

いさだキッズ・豆まき大会

竜洋体育センター

竜洋駅伝大会

竜洋地区内

シニアクラブ文化祭

竜洋体育センター

なんでも作品展

竜洋交流センター

2月19日（土）

住みよいまちづくり推進大会

竜洋交流センター

3月 6日（日）

津波・地震避難訓練

各自治会

3月17日（木）

竜洋中学校卒業式

竜洋中学校

3月18日（金）

各小学校卒業式

各小学校

〃
１月27日（木）
2月18日（金）
～20日（日）

【自治部会・防災部会】

自治会長・自主防災会長合同研修会を開催します

昨年度はコロナ禍で開催できませんでしたが、今年度は指定避難所ごと２日に分けて、下記の通
り竜洋交流センターにて自治会長・自主防災会長合同研修会を開催します。研修会のあとは指定

避難所運営会議も予定しています。
5月26日（水）19時～
5月27日（木）19時～

竜洋東小学校避難所と竜洋北小学校避難所
竜洋西小学校避難所と竜洋中学校避難所

関係の皆様には追って通知を送付しますので、ご出席をお願いいたします。
問い合わせ
竜洋交流センター 電話66-9103
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【健康文化部会】

磐田市５地区選抜グラウンド・ゴルフ大会で大健闘‼
3月14日（日）、1日雨天順延となった令和２年度磐田市５地区選
抜グラウンド・ゴルフ大会がスポーツ交流の里ゆめりあ球技場で開催
されました。強い風が吹きつける中、各地区の予選を勝ち抜いた96
チーム、288人が青組、赤組に分かれて熱戦を繰り広げました。
竜洋地区から参加の13チームは今大会でも大健闘。青組で「西堀
Ｃ」が見事１位の成績を収めたほか、「竜洋中島Ｂ」が赤組４位、
「江口金洗」が青組６位となり、３チームが入賞を果たしました。個
人では、「竜洋中島Ｂ」の大庭一男さん、「江口金洗」の柴田利雄さ
ん、「白金駒」の伊達豪賢さんのほか、オープン参加の自治会連合会チー
ムの藤田允竜洋支部長もホールインワン賞を獲得しました。

≪大会結果抜粋（入賞チーム ）≫
部

団
体

門

青
赤
青

個
人

名

前 （※敬称略）

１位

西堀C（内山芳夫・藤木信喜・渥美武夫）

６位

江口

4位

竜洋中島B（鷹野俊明・相場勝三・大庭一男）
江口

金洗（大石

勝・三浦康男・柴田利雄）

金洗（柴田利雄）

ホール 白金駒（伊達豪賢）
インワン 竜洋中島B（大庭一男）

赤
オープン

自治会連合会（藤田 允）

西堀Ｃチーム

子育て支援センター

「こどもの家」よりご挨拶
「こどもの家」は、就学前のお子さんがおうちの方と一緒に遊べる
ところです。広い室内にボールプールや木製の玩具や絵本がたくさん
あり、開館時間内でしたら、好きな時間にご利用できます。午前中
駒形典子・山本加奈子
はリズム遊びや体操、手遊び、絵本の読み聞かせなども行っていま
す。親子で楽しく遊びたい時、お母さんが、誰かと話をしたい時、子育てに悩んだ時などもどうぞ気
軽に利用してくださいね。もちろん、お父さん、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんも大歓迎です。
開館時間 ： 火曜日～土曜日
9時～11時30分 13時～16時
（祝日・年末年始は休館、月曜日が祝日の場合火曜日休館）
令和３年度から、竜洋地区の
健康づくりのお手伝いをさせて
いただくことになりました、磐
田市健康増進課の塚本里加（つ
かもと りか）と申します。竜
洋の地域のために精一杯努力し
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今年度は、9月から竜洋西会館でもまちの保健
室を行います。竜洋交流センター同様、感染対策
をしながら予約制で行いますので、ぜひご予約く
ださい。【予約・問い合わせ】磐田市健康増進課
地域保健グループ ☏0538-37-2013

磐田市社会福祉協議会
4月から竜洋地区の担当になり
ました、磯部直志と申します。
竜洋地区は、あいさつ声かけ運
動、せいかつ応援クラブ、いさ
干場翔平
だキッズ、救急医療情報キット
の配布など、様々な住民福祉活
動を実践している先駆的な地域です。活動者の
皆様と連携しやすく、お互いを思いやれる地域
になるよう、一生懸命頑張りますので、今後と
もよろしくお願いいたします。
竜洋地区担当 磯部直志
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【健康文化部会】

「みんなでラジオ体操in竜洋交流センター」

6月5日スタート‼

朝日をいっぱいに浴びて気持ちよい健康づくり。皆さんもご一緒に体を動かしてみませんか？
期間：6月5日(土)～10月31日(日)
の土・日曜日と夏休み最初と最後の1週間
時間：午前6時30分～6時40分

※ 運営をお手伝いしていただける
スタッフも募集中です。

※ お手元のラジオ体操カードは引き続き使えます。

講座 受講者募集
前向きに生活するたの
終活おうえん講座
これからの人生を自分らしく前向
きに生活するための講座です。
①終活の基本的な心がまえ＆終活
ノート（市民相談センター）
②【終活】へのアドバイスと支援
（竜洋地域包括支援センター）

日

時：5月30日（日）
9時30分～11時30分

定 員：20名
対 象：大人
費 用：無料
持ち物：筆記用具
その他：マスク着用

申

込：

【中級】クラフトバンドで
かごバスケット作り
クラフトバンドで作品をつくったこ
とがある方におすすめ！大きめのバ
スケットを作ります。申込時にご希
望の色をお伺いします｡（黒･藍･ナ
チュラル･ココア･抹茶）
日 時：6月4･11･18･25日(金)
9時30分～11時30分
定 員：12人
対 象：大人
費 用：1,600円
（受講料400円･材料費1,200円）
持ち物：はさみ･メジャー･ものさし
木工用ボンド･洗濯ばさみ
10個･鉛筆･消しゴム･文鎮
(重しになるもの)
その他：マスク着用
申 込：

お申し込み・お問い合わせ
竜洋交流センター 電話66-9103

特定健診のお知らせ
特定健診（磐田市国保の方）
を以下の日時で行います。対
象の方には市健康増進課より
ご案内が届きますので、受診
をお願いします。
日時：５月21日（金）～
５月26日（水）
※日曜日は除く
会場：竜洋交流センター
問い合わせ先：健康増進課
TEL：0538-37-201１

講座の詳細は竜洋交流センターにお問い合わせください。TEL：0538-66-9103
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