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家屋調査にご協力を 
　現在、平成２２年度の固定資産税・
都市計画税の課税の基礎となる家
屋の評価額を決定するため、新築・
増築分の家屋調査を行っています。 
　固定資産税・都市計画税の課税
対象である家屋は、１月１日現在
の所有者に対して課税されます。 
　平成２１年中に建物を新築・増築、
取り壊された場合は税務課資産税
係（�６４-３１４６）までご連絡くだ
さい。 
長期優良住宅を新築された方へ 
　平成２１年６月４日から平成２２年
３月３１日までに、「長期優良住宅」
として行政庁の認定を受け住宅を
新築した場合、家屋の固定資産税
が減額される措置が創設されまし
た。 
◎要件　居住部分の割合が家屋全
体の床面積の２分の１以上、かつ、
床面積が５０㎡以上（賃貸共同住宅
の場合は４０㎡以上）２８０㎡以下で
「長期優良住宅」として認定され
た住宅 
◎減額期間　２階建て及び平屋建
て住宅の場合、新築後５年間。３
階建て以上の中高層耐火住宅の場
合、新築後７年間。 
◎減額範囲　固定資産税額（１２０㎡
相当分）の２分の１を減額 
◎申請方法　新たに固定資産税が
課税される年度の１月３１日までに
「長期優良住宅に係る固定資産税
減額申告書」及び「認定通知書の
写し」を提出してください。 
�税務課（�６４-３１４６）◯新地域振興
課（�７５-０２５１）◯揖地域振興課（�７２-

２５２５）◯御地域振興課（�３２２-１００１） 

 
 
 
　児童手当を受けている方は、継
続して手当を受ける場合、毎年６
月に「現況届」を提出しなければ
なりません。 
　この届は、毎年６月１日におけ
る状況を記載し、児童手当を引き
続き受ける要件があるかどうかを
確認するためのものです。 
　届の提出がない場合、６月分以
降の手当が受けられなくなります
ので、ご注意ください。 
　また、児童手当認定請求書（新
規）及び児童手当現況届の提出に
伴い、所得超過により認定請求却
下及び支給事由消滅となっている
方は、平成２１年５月中（１日～２９
日）に児童手当の認定請求書を再
度提出していただくと、新たに新
年度所得額で審査します。お忘れ
のないよう申請してください。 
�児童福祉課（�６４‐３１５３） 
 
 
　近年、不法投棄事件が多発してい
ます。不法投棄は、自然や環境に重大
な悪影響を及ぼす違法行為です。 
　美しいたつの市の景観を守るた
めには、皆さんの協力が必要です。 
　不法投棄をしている人を見かけ
たら、日時・場所・捨てた物・不
法投棄した人の特徴や車種・色・
ナンバーなどの情報を、たつの警察署
又は環境課へお知らせください。 
　また、市では兵庫県、揖龍クリ
ーンセンター及び警察と協力して
監視体制を強化しています。 
　不法投棄は、「しない」「させ
ない」「許さない」という意識で、
根絶させましょう。 
�たつの警察署（�６３‐０１１０）環
境課（�６４‐３１５０） 

 
 
 
 
 
 
揖保川会場　  ５月２４日（日）～２８日（木） 
新宮会場 　６月１日（月）～４日（木） 
龍野会場　 ６月８日（月）～１１日（木） 
御津会場　 ６月１５日（月）～１９日（金） 
※作品は、市役所玄関・各総合支
所ロビーで展示します。 
�町並み対策課（�６４-３１６７） 
 
 
　丹精込めて育てられたさつきを展
示します。なお、当日、技能講習 
を開催します。 
◎とき　５月３０日（土）９時～１７時 
　　　　　　３１日（日）９時～１５時 
◎ところ　御津公民館ホール 
�御津公民館（�３２２-４５０１） 
 
 
　松原ＹＬクラブにより、天然皮
革素材を低価格で販売します。 
また、革細工教室も同時開催しま
す。購入した皮革素材を使用し、
その場で手づくり作品が作れます。 
◎とき　６月５日（金）～８日（月） 
１０時～１６時 
◎ところ　ふれあいギャラリー下
川原（龍野町下川原商店街） 
◎皮革素材販売価格　５００円～ 
�商工観光課（�６４-３１５６） 

児童手当現況届及び 
認定請求書の提出について 

不法投棄は犯罪です 

「天然皮革素材の販売」と「革細工教室」 

第4回フラワーロードコンテスト 
入賞花壇の写真パネル展 

第３９回御津さつき展 

家屋を新・増築、取り壊された方へ 



「梅の実ちぎり体験会」 

ひょうご環境体験館（はりま 
エコハウス）　6月のイベント 

「家族介護者交流日帰り旅行」 
参加者を募集 

「楽・得　介護塾」参加者を募集 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
　御津自然観察公園（世界の梅公
園）では、観梅期だけではなく、
年間を通じて皆さんに楽しんでい
ただく公園をめざして、梅の実ち
ぎり体験会を実施します。 
　自然とふれあってみてはいかが
ですか？ 
◎とき　６月１３日（土）、１４日（日） 
９時～１５時３０分 
◎ところ　御津自然観察公園（世
界の梅公園） 
◎内容　参加費は無料です。当日、
係員の指示に従ってください。 
　梅の実は、一人２キログラムま
でお持ち帰りできます。 
�御津自然観察公園（�３２２-４１００） 
 
 
 
◎開催日程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ところ　ひょうご環境体験館（播
磨科学公園都市内） 
◎募集人数　３０人 
◎申込方法　電話 
�ひょうご環境体験館（�０７９１-５８-

２０６５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
　参加希望の方は、下記のセンタ
ーへ申込みください。 
◎参加対象　介護している方、介
護に関心のある方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎参加対象　要介護１～５の認定
を受けている在宅高齢者の主たる
介護者（ただし、市内在住の方） 
◎申込方法　印鑑、介護保険被保
険者証を持参の上、下記のセンタ
ーへ申込みください。 
　交通費、食費等は、市から一部
助成があります。 
 
 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

開催日 イベント内容 
６日（土） 
１３時～１５時 

｢生ごみ段ボールコ
ンポストをつくっ
てみよう｣ 
※ごみ袋２枚、段ボール２

個（みかん箱ぐらいの大き

さ）、空のペットボトル（５００

ｍｌ）１本を持参してください。 

１３日（土） 
１３時～１５時 

｢星空への招待｣ 

２０日（土） 
１３時～１５時 

｢ボタニカルアート 
～体験館周辺には
どんなお花が咲い
ているかな？～｣ 

２７日（土） 
１３時～１５時 

｢ブーメランを作っ
て飛ばしてみよう！｣ 
※牛乳パック２枚分を持

参してください。 

くわのみ園在宅介護支援センター
（�６６-０２３０） 
◎とき　６月１３日（土） 
上手で賢いオムツ選び 
～オムツのあれこれ～ 
◎とき　７月１７日（金） 
夏バテ対策をしましょう 
～調理実習～ 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２-６６００） 
◎とき　６月１８日（木） 
住宅改修「ビフォーアフター」
実例紹介～安全で快適、介護の
しやすい住まいへ～ 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２-６６００） 
◎とき　７月１４日（火） 
志んぐ荘「家族介護者交流会」 

ジュネスしんぐ在宅介護支援センター
（�７５-５２２８） 
◎とき　６月２０日（土） 
「メタボリックシンドローム」を
予防しよう 

西はりまグリーンホームケアセンター
（�６３-３１０１） 
◎とき　７月１１日（土） 
「地域包括支援センター」ってなに？ 

◎職種　看護師　 
◎採用日 
　次の日付のうちいずれか 
　平成２１年７月１日 
　平成２１年１０月１日 
　平成２２年１月１日 
　平成２２年４月１日 
◎募集人数　１２人 
◎応募資格　看護師 ４０歳位まで 
◎応募締切　６月８日（月） 
◎試験日　６月１３日（土） 
�御津病院事務係（�３２２-１１２１） 

◎職種　調理師（臨時職員）　 
◎募集人数　１人 
◎雇用期間　平成２１年６月１２日
～平成２１年９月３０日 
◎時給　８５０円 
◎応募締切　６月１日（月） 
※印鑑・履歴書・調理師免許証（写）
を児童福祉課まで持参してくだ
さい。後日面接を行います。 
�児童福祉課（�６４-３２２２） 

ランチバイキングはじまります!!ランチバイキングはじまります!!
6月6日〜7月5日まで(休まず営業)

営業時間は11時30分〜14時

��������	
����

お問い合わせお申し込みは 

たつの市国民宿舎 http://www.akatonboso.com/

コーヒー付き、入浴無料！ 

 ★大　　人 
★シルバー（65歳以上） 
★小 学 生 
★幼　　児 

………………… 
……… 

………………… 
………………… 

1,300円 
1,000円 
700円 
400円 

混雑が予想されます。ご予約をお薦めします。 

有料広告を 
募集 

広報たつのに
有料広告を掲
載しませんか。 
詳細は、お問い
合わせください。 
広報秘書課 
（�64-3211） 
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御津在宅介護支援センター 
（�３２４-０７６７） 
◎とき　６月２９日（月） 
美作市「現代玩具博物館（オルゴ
ール夢館）オルゴールコンサート
観賞」 

御津病院の職員を 
募集します 

御津保育所の臨時 
調理員を募集します 



人権ポスター・作文・標語を募集 

第１回「Vamos！スペイン語」 放送大学10月生募集 

心のケア情報交換会 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

龍野産業・文化ツーリズム周遊ツアー 
参加者募集 

「福田笹山の森」へおいでよ！ 
森林ボランティアを募集します 

平成２１年度オフィスワーク事務科 
後期生の訓練生募集 

 
 
　たつの市・たつの市教育委員会・
たつの市民主化推進協議会では、
すべての市民の人権が尊重される、
ふれあい・結びあいのまちづくり
をめざし、８月の「人権文化をす
すめる市民運動」の展開にあわせ、
人権に関するポスター・作文・標
語を募集しています。 
◎応募資格　市内在住・在勤の方 
◎応募規定　①ポスター:４つ切り
画用紙、着色具・文字の挿入は自
由②作文:４００字詰め原稿用紙３枚
程度③標語:様式は自由 
◎応募締切　６月１９日（金） 
◎表彰　優秀作品は、８月２日（日）
の｢人権文化をすすめる市民運動」
中央大会で表彰します。（事前連絡有） 
◎その他　①いずれも未発表の作
品に限ります。②作品には、住所・
氏名（ふりがな）・電話番号・年齢
を明記してください。③応募作品
は返却しません。④入賞作品の著
作権は、主催者に帰属します。⑤
入賞作品は、人権作品集等への掲
載や人権啓発のための展示・資料
として活用する場合があります。
また、活用にあたり、加筆や修正
等の変更を依頼することもありま
す。⑥作品募集に関して、主催者
が得た個人情報は、本事業以外の
目的で使用することはありません。 
◎応募先　人権教育推進課 
�人権教育推進課（�７２-６４９５） 
 
 
　ラテンミュージックやレシピな
どを利用し楽しみながらスペイン
語を学びます。 
◎とき　６月２日･９日･１６日･２３日･
３０日、７月７日･１４日･２１日（毎火
曜、全８回）１０時３０分～１２時 
◎ところ　たつの市産業振興センター
（龍野町堂本） 
◎定員　１５人（先着順） 
◎講師　井澤　可奈 氏 
◎受講料　５,０００円（資料代等） 
�たつの市国際交流協会事務局（広
報秘書課内）（�６４-３１４０） 

 
 
 
　龍野地域の産業・文化ツーリズ
ムの推進を目的に当地の魅力を地
域内外へ発信する周遊ツアーを開
催します。 
◎テーマ　地球環境にやさしい企
業活動 
◎とき　６月１０日（水） ９時４５分～ 
龍野商工会議所駐車場に集合 
◎見学先　クミアイ化学工業㈱、
西日本衛材㈱、中臣印達神社、萩
原神社、黍田古墳群 
◎参加費　１,０００円（昼食代含む） 
◎定員　２７人（定員になり次第締切） 
�龍野商工会議所（�６３-４１４１） 
 
 
 
　伊丹市の国立県営兵庫障害者職
業能力開発校では、平成２１年１０月
入校の職業訓練生を募集します。 
◎対象　身体障害者の方 
◎募集科目と定員　オフィスワー
ク事務科後期生　１５人 
◎受付期間　６月２２日（月）～７月
２３日（木） 
◎選考日　８月５日（水） 
◎その他　授業料は無料です。（た
だし、教科書代等は自己負担）通
校が困難な方については、校内に
寮設備があります。 
�国立県営　兵庫障害者職業能力
開発校（�０７２-７８２-３２１０） 
 
 
　放送大学では、平成２１年度第２
学期（１０月入学）の学生を募集し
ます。 
　放送大学はテレビなどの放送を利
用して授業を行う通信制の大学です。 
　働きながら、学んで大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で幅広い世代、職業の
方が学んでいます。 
◎出願期間　６月１５日（月）～８月
３１日（月）（インターネット出願は
６月１日より受付開始） 
※放送大学ホームページ（ｈｔｔｐ：//ｗ

ｗｗ.ｕ-ａｉｒ.ａｃ.ｊｐ） 
�放送大学兵庫学習センター（�
０７８-８０５-００５２）放送大学姫路サテ
ライトスペース（�０７９-２８４-５７８８） 
 
 
 
　「福田笹山の森」は平成１０年か
ら、約３,０００人の森林ボランティ
アが楽しみながら、整備を行って
きました。今では、森に陽光が差
し込み、タラノキやクサイチゴが
はえ、木々の間を鳥達が飛びかっ
ています。 
　森林ボランティアのメンバーを
新たに募集しますので、ご参加く
ださい。 
◎募集人員　若干名 
◎活動日　平成２１年は、毎月第１
日曜日 
◎集合場所　たつの市誉田町福田 
西はりまリハビリセンター入口 
◎集合時間　９時３０分 
※参加希望の方は、事前に連絡く
ださい。 
�ＮＰＯ法人ひょうご森の倶楽部
　前田（�０９０-７７５０-４６６６） 
 
 
 
 
 
　７月から精神に障害を持つ方を
対象とした情報交換会を実施しま
す。毎月１回、テーマにそった話
題で講師からのアドバイスを受け
ながら情報を交換し、交流を深め
ていきます。 
◎テーマ（予定）�たつの市の福
祉を知ろう�健康チェックをしよ
う�簡単料理をつくろう�就労支
援について 
◎ところ　はつらつセンター 
◎申込先　地域福祉課、健康課、
各総合支所市民福祉課、地域活動
支援センターいねいぶる 
▼地域福祉課（�６４-３２０４）、健康
課（�６３-２１１２）、◯新市民福祉課（�
７５-０２５３）、◯揖市民福祉課（�７２-２５
２３）、◯御市民福祉課（�３２２-１４５１） 
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栄養相談日のお知らせ 

新規学校卒業者求人説明会 

多重債務でお悩みの方へ 

平成21年度狩猟免許試験 

家庭不用品交換情報コーナー 

人権相談所を開設 

平成21年度「危険物安全週間」 
6月7日（日）～13日（土） 

平成21年度「淡路島誘客支援 
事業」のお知らせ 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」 
6月の展示 

 
 
　龍野健康福祉事務所では、専門
的な栄養に関する相談や加工食品
の栄養表示の相談などを行ってい
ますのでご利用ください。 
◎開設日時　毎月第２月曜日　１０
時～１１時３０分 
◎場所　龍野健康福祉事務所 
◎申込方法　予約制、相談日前日
の１７時まで（定員になり次第締切）
◎申込先　龍野健康福祉事務所　
健康管理課 
�龍野健康福祉事務所健康管理課
（�６３-５６７７） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　危険物を取扱う事業所の自主保
安体制の確立をめざし、全国一斉
に安全運動が実施されます。 
　関係事業所は、取扱いには十分
注意し、事故等が発生しないよう
安全に努めましょう。 
　また、一般家庭でもガソリン、
灯油、軽油をはじめとした危険物
の取扱いに注意するとともに、必
要以上の貯蔵はやめましょう。 
（一般家庭においても一定量以上の
貯蔵を行う場合は、手続きが必要です。） 
※消防本部では、各種危険物に関
するビデオテープを用意していま
すので、ご活用ください。　　 
�消防本部予防課（�６４-３１７５） 
 
 
　事業主の方を対象に、平成２２年
３月新規学校卒業予定者の求人申
込み手続及び採用選考の留意点等
についての説明会をします。 
◎とき　６月１６日（火）１４時～１５時３０分 
◎ところ　相生商工会議所大会議
室３階（相生市旭） 
◎対象者　龍野公共職業安定所管

内事業所（相生・赤穂出張所含む）
の事業主及び人事担当者 
�姫路公共職業安定所学卒部門 
（�０７９-２２２-４６９０） 
 
 
 
　淡路島の観光の振興や機運を高め
るため、明石海峡大橋通行料・明石淡
路フェリー利用料の一部が支援されます。 
◎対象　次の全ての要件を満たし
ていること 
①淡路島で観光等される自治会・
婦人会等の２０人以上のグループ 
②明石海峡大橋、明石淡路フェリ
ーを利用して淡路島内の観光施設
を２箇所以上観光 
③貸し切りバス利用 
◎旅行期間　平成２２年３月３１日（水）まで 
◎助成額　バス１台当たり、特大
５,０００円、大型３,０００円、中型２,０００円、
フェリー利用（片道利用も含む）５,０００円 
◎台数　１,０００台（先着順） 
◎募集締切　平成２２年２月２６日（金） 
��淡路島くにうみ協会（�０７９９-

２４-２００１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎１次試験　７月１日（水） 
◎試験会場　県立姫路労働会館、
県立のじぎく会館、ＪＡたじま総
合営農センター 
◎申請受付期間　６月１日（月）～１６日（火） 
◎申請手数料　５,２００円 
※資料請求など詳細は問い合わせく
ださい。 
�兵庫県農政環境部環境創造局自
然環境課野生鳥獣係（�０７８‐３４１‐
７７１１内線４２１６） 
 
　 
　近畿財務局神戸財務事務所では、
多額の借金を抱えお悩みの方に相談

窓口を開設しています。借金の問
題は、あなたの決意次第で解決しま
す。一人で悩まずに、是非ご相談
ください。相談費用は無料です。 
◎相談窓口　神戸財務事務所 
◎相談時間　月曜日～金曜日（祝
日除く）　９時～１７時 
�神戸財務事務所総務課（�０７８-

３９１-６９４８） 
 
 
 
◎展示作品　じょうせん保育園５
歳児の絵画 
�◯御地域振興課（�３２２-１００１） 
 
 
◎譲りたい品物　 
＜衣料品＞　相生高校制服、カバ
ン（女子用） 
＜その他＞　ズボンプレッサー、
ベビーふとん一式、座ぶとん２０枚、
五月人形 
◎譲って欲しい品物 
＜衣料品＞　揖西東小の制服（上）・
体操服・女子用帽子、龍野東中の制
服等（男子用）、小宅小５,６年生用体
操服・制服（男子用）、男子衣類（１５０
cm以上）、女児衣類（８０～９５cm）まあ
や保育園の制服・体操服、御津幼稚
園の体操服・ズボン（１１０cm以上）、苅
屋保育所の体操服・ズボン（１１０cm以
上）、スキーウエア（１１０cm以上） 
＜その他＞　自転車（１６インチ・女子
用）、自転車（１２インチ）、自転車（婦人用）、
自転車につける子ども用いす、プレハブ
の物置（鍵付）、ピアノ用足台（ペダル付）、
ホームベーカリー（パン焼器）、ミシン 
�環境課（�６４-３１５０）◯新市民福祉
課（�７５-０２５３）◯揖市民福祉課（�７２-

２５２３）◯御市民福祉課（�３２２-１４５１） 
 
 
◎とき　６月１日（月）１３時～１６時 
◎ところ　市役所２階相談室、新
宮総合支所しんぐうホール、揖保
川総合支所２階会議室、御津総合
支所２階会議室 
�人権推進課（�６４-３１５１） 

献血にご協力を 
◎とき　６月９日（火）１５時３０分
～１６時３０分 
◎ところ　龍野中央病院 
�健康課（�６３-２１１２） 
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まちづくりの集いを開催 まちづくりの集いを開催 
今年のテーマ「市民がまちを変え、市民がまちを創る」 

　市民の皆さんとの対話行政の一環として、「まちづくりの集い」を、市内１６地区で開催します。皆さんから
の貴重なご意見、ご提言をお聞かせいただき、今後の市政やまちづくりの参考にします。多数のご参加をお待
ちしています。 

　水道事業所・西播磨水道企業団では、水道週間の期間中、水道への理解と関心を深めていただくための
取組をしています。 

◎開催日及び開催場所 

災害時の応急給水用としてポリ容器（１０㍑）を無料配布します。 

西 栗 栖  

東 栗 栖  

香 　 島  

新 　 宮  

越 　 部  

龍 　 野  

小 　 宅  

揖 　 西  

揖 　 保  

誉 　 田  

神 　 岡  

半 　 田  

神 　 部  

河 　 内  

御 　 津  

室 　 津  

地 区 名  開 　 催 　 日 　 時  会 　 　 　 場  

６月２０日（土） 

６月２７日（土） 

６月２１日（日） 

５月２７日（水）　 

５月３０日（土） 

６月３０日（火）　 

５月３１日（日） 

６月２７日（土） 

５月３０日（土） 

６月２７日（土） 

６月７日（日） 

７月１１日（土） 

７月１８日（土） 

６月２８日（日）　 

６月１４日（日） 

５月２３日（土） 

 

１９時 

１９時 

１９時 

１９時 

１９時 

１９時 

９時３０分 

９時３０分 

９時３０分 

１３時３０分 

１７時 

１９時 

１９時 

１９時 

９時３０分 

１９時 

西栗栖小学校　体育館 

東栗栖小学校　体育館 

香島コミュニティセンター 

新宮公民館 

越部コミュニティセンター 

中央公民館　ホール 

小宅小学校　体育館 

揖西西小学校　体育館 

揖保小学校　体育館 

誉田小学校　体育館 

神岡小学校　体育館 

揖保川総合支所　ふれあいホール 

揖保川総合支所　ふれあいホール 

河内小学校　体育館 

御津公民館　ホール 

室津センター 

６月１日（月）～５日（金） 
　　　８時３０分～ 

と　き ところ 配付個数 

揖保川総合支所　地域振興課 
御津総合支所　地域振興課 

市役所　玄関ホール 
 

新宮総合支所　玄関ホール 

◎対　　象　高齢者世帯等 
◎申込期間　６月１日（月）～５日（金） 
◎申 込 先　水道事業所、西播磨水道企業団 
�水道事業所（�６４-３１７３）、西播磨水道企業団（�０７９１-２２-７１２３） 

各日とも先着５０個 

各日とも先着２００個 

両日とも先着２００個 ６月１日（月）・４日（木） 
　　　８時３０分～ 

ポリ容器を無料配布 

�広報秘書課（�６４-３２１１） 

水道設備の無料点検サービスを実施 

パネル展、展示コーナーを開催 ◎と こ ろ　市役所玄関ホール 
◎期　　間　６月１日（月）～５日（金） 

6月1日～7日『第51回全国水道週間』　～おいしいね　この水未来にいつまでも～ 

新
　
　
宮 

龍
　
　
野 

揖
保
川 

御
津 



お知らせ版 お知らせ版 

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 図書館からのお知らせ 〈6月の催し〉月の催し〉 〈6月の催し〉月の催し〉 〈6月の催し〉 

えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　１３日（土）・２０日（土）　１１時～１１時３０分 
　「アンガスとあひる」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　１４日（日） １１時～１１時３０分 「文福茶釜」他 
読書会（一般） 
　１２日（金） １０時～１１時３０分 「小僧の神様」志賀直哉 著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　８日（月）・２２日（月）　１１時～１１時２０分　 
　「だれとだれかとおもったら」他 
おはなしのじかん（５歳児～） 
　６日（土）・１３日（土）・２０日（土）・２７日（土） 
　１１時～１１時３０分　「マーシャとくま」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　１３日（土）・２０日（土）　１０時３０分～１０時５０分 
　「かいじゅうたちのいるところ」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　１３日（土）・２０日（土）　１１時～１１時３０分 
　「おおきくなりすぎたくま」他 
読書会（一般） 
　１７日（水）　１０時～１２時　「納棺夫日記」青木新門 著 
　※読書会はアクアホール３階研修室 

えほんのじかん （０歳児～、保護者） 
　１４日（日）・２１日（日）　１１時～１１時２０分 
「しずくのぼうけん」他 
てじな（３歳児～、保護者） 
　えほんのじかん終了後～ 
えいがかい 
　７日（日）１０時３０分～１１時３０分　「鉄腕アトム」他 
　２８日（日）１０時～１２時　「用心棒」 
読書会（一般） 
　１７日（水）１３時３０分～１５時３０分 
「ほんまもんでいきなはれ」村瀬名道尼 著 

龍野図書館（�62-0469） 

御津図書館（�322-1007） 揖保川図書館（�72-7666） 

新宮図書館（�75-3332） 龍野図書館（�62-0469） 

御津図書館（�322-1007） 揖保川図書館（�72-7666） 

新宮図書館（�75-3332） 

6月のふれあい橋ギャラリー 
6月の行政相談日 

広報たつの5月号 6

　毎月第３土曜日に、各種職業の
講師を招き、たつのあいあい塾を
開催しています。（申込不要・初
回のみ５００円必要） 
◎とき　６月２０日（土）１９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎演題　子どもの理科離れって本当 
◎講師　曽谷　紀之氏（あいあい
塾　塾長） 
�揖保川公民館（�７２-２４１２） 
 
 
＜龍野＞ 
◎とき　９日（火）９時３０分～１２時 
◎ところ　市役所２階相談室 
＜新宮＞ 
◎とき　４日（木）１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 
◎とき　１６日（火）１３時～１５時 
◎ところ　揖保川総合支所１階相談室 
＜御津＞ 
◎とき　１８日（木）１３時～１５時 
◎ところ　御津公民館１階会議室 
※各相談員宅でも随時受付 
�なんでも相談課（�６４-３２５０） 
 

 
 
◎固定資産税・都市計画税 
　全期・第１期分（前納報奨金制
度があります。） 
◎納期限　６月１日（月） 
　納付は、各地区納税組合又はお
近くの金融機関・郵便局、本庁会
計課・各総合支所地域振興課へ。 
※納付書は切り離さずにご持参く
ださい。 
※市税の納付には、便利な口座振
替をご利用ください。 
 
 
　揖保川町半田・神部・河内コミ
セン教室生による作品と中旬以降
はフラワーロードコンテスト入賞
花壇のパネルも展示します。 
◎７月のギャラリー 
　第一仏光保育園とまあや保育園
の園児の作品展を予定しています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
＜揖保川地区＞ 
　中元産業㈱（�７２-２０３１） 
＜御津地区＞ 
１日～１０日　㈱ダイワ 
　昼間・夜間（�２７２-５３４１） 
１１日～２０日　ミツバ商事㈱ 
　昼間（�３２２-１２４５） 
　夜間（�３２２-２４８５） 
２１日～３０日　増本商店 
　昼間・夜間（�３２２-０１２９） 
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6月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 

ご冥福をお祈りします 

氏　名 住　所 死亡月日 年齢 

※４月１５日～４月３０日届出分（敬称略） 

岩村　正春 

中谷　克彦 

金治サトル 

石谷　　昇 

藤本とみ子 

御津町黒崎 

揖保川町正條 

揖西町土師 

御津町黒崎 

新宮町千本 

４/９ 

４/１５ 

４/１６ 

４/１７ 

４/２４ 

８８ 

６８ 

７６ 

７８ 

８２ 

今月の市税 2009年度たつのあいあい塾 




