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広報 たつの 

～行政～ ～行政～ ～行政～ 

～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

お詫びと訂正 
　広報たつの２月号２９ページ「第
２回蓄音機によるＳＰレコードコ
ンサート」の講師の氏名に誤りが
ありましたので、ここにお詫びし
訂正します。 
【正】　福島繁博氏 

携帯電話等からの１１９番通報に係る 
発信者の位置情報通知システムが 
スタート！ 

たつの市音楽祭を開催 

神戸運輸監理部からのお願い 

エコハート自転車市を開催 

たつの市企画財政部広報秘書課　〒679-4192 
兵庫県たつの市龍野町富永1005‐1 
電話：0791－64－3211 
Email:info@city.tatsuno.hyogo.jp 
URL:http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/

 
 
 
 
 
 
 
　４月１日から、携帯電話・ＩＰ
電話（インターネットを利用した
電話）から１１９番通報したときも、
発信位置が分かるようになります。 
◎通報時の注意事項 
○対象の電話は、ＧＰＳ対応の携
帯電話とＩＰ電話（「０５０」で始ま
る番号以外） 
○電話番号が非通知発信の場合は
は、通報者の位置は分かりません。
ただし、消防署の判断で位置情報
を取得することがあります。 
○位置情報は誤差が生じる場合が
あります。通報の際には必ず住所
や目標物を伝えてください。 
�消防本部警防課（�６３‐３５１２） 
 
 
 
　軽自動車税は４月１日現在の所
有者に課税されます。使用しなく
なった軽自動車や原動機付自転車
などは、早めに廃車等の手続きを
しましょう。 
　また、他人に譲ったり、下取り
に出した場合も名義が変更出来て
いるか再確認しましょう。市外へ
転出する時も必ず住所変更が必要
です。 
�税務課（�６４‐３１４５） 
 
 
　年度末は自動車の検査・登録申請
窓口が非常に混雑します。手続き
は３月中旬までにお済ませください。 
　継続検査は、自動車検査証の有
効期限満了日の１か月前から受け

ることができます。 
�姫路自動車検査登録事務所（登
録関係�０５０‐５５４０‐２０６７、検査関
係�０７９‐２３１‐４８０１） 
 
 
 
 
 
　音楽を通じて楽しく交流するこ
とを目的に、音楽祭を開催します。 
◎とき 
【声楽部門】３月６日（土） 
　１３時～１６時（開場　１２時３０分） 
【器楽部門】３月７日（日） 
　１２時３０分～１６時（開場　１２時） 
◎ところ　総合文化会館アクアホール 
◎入場料　無料 
�たつの市音楽祭実行委員会事務局
（�７２‐６４９４社会教育課内） 
 
 
　自転車を中心に家具・玩具類等、
まだ利用できるものを希望者に無
償で譲渡します。 
◎とき　３月７日（日）９時～１２時
※雨天決行 
◎ところ　揖龍クリーンセンター
リサイクルショップ「エコハート」
（揖西町前地５１３番地１）　  
※希望者多数の場合は、１０時から抽選 
�揖龍クリーンセンター（�６４‐８０１８） 
 
 
 
　アマチュア音楽グループによるラ
イブ音楽のイベントを開催します。 
◎とき　３月１３日（土）１８時３０分～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール　ロビー 
◎入場料　無料 
◎出演バンド　トッティ（ハンド
ベル演奏）、スイングバーディー
（ジャズビッグバンド演奏） 
�赤とんぼ文化ホール（�６３‐１８８８） 

 
 
 
◎講演等の開催日程 
　定員　１３日・１４日は、いずれも１００名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎体験イベントの開催日程 
　定員　いずれも３０名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ところ　ひょうご環境体験館（播
磨科学公園都市内） 
◎申込・問い合わせ先　ひょうご
環境体験館（�０７９１‐５８‐２０６５） 

サタデーナイトロビーコンサート 
vol．２２を開催 

ひょうご環境体験館（はりまエコハウス） 
３月のイベント 

軽自動車や原動機付自転車の廃車・ 
住所変更の手続きはお早めに！ 

開催日 イベント内容 

１３日（土） 
１３時～１４時 

講演「世界８６カ国をま
わってわかったこと」 
講師：宮内淳 氏（ＮＰＯ
法人地球友の会理事長） 

２２日（月・祝） 
１２時～１４時 

－メダカのコタロー劇
団がやって来る－ 
演題｢メダカのコタロ
ーアニメ紙芝居｣ 

１４日（日） 
１３時～ 
１４時４０分 

講演「宇宙で育て！植
物たち」 
講師：杉本学 氏（岡山
大学准教授）、木原誠 氏 
（サッポロビール（株）
バイオ研究開発部） 

開催日 イベント内容 

６日（土） 
１３時～１５時 

「制服の残り布を使っ
たマイバックづくり」 
※参加費：無料 
※布切りばさみを持参
ください。 

２７日（土） 
１３時～１５時 

「きのこの植菌」 
※参加費：１,０００円 
※金づちがあれば持参
ください。 



第１１回日本民謡合同発表会 

第７回赤とんぼサロン会 

御津病院の職員を募集 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
 
◎とき　３月１２日（金）～１４日（日）
９時～１７時　※１４日は１５時まで 
◎ところ　揖保川文化センター 
◎展示作品　陶芸・フランス刺繍・
ペン習字・手編み・書道・絵画・
竹工芸・ちぎり絵・パッチワーク・
生け花 
※３月１４日（日）午前中に茶席を
開催（無料） 
�揖保川文化センター（�７２‐５５６６） 
 
 
◎とき　３月１４日（日）１１時３０分
会場　１２時開演 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール中ホール    
◎出演団体　兵庫大場会、龍野民
謡会、龍野民謡綴会、日本民謡緑
種会、琴龍会、なごみ会、舞龍ほか 
◎入場料　無料 
◎問い合わせ先　代表 内海（�６３‐
０８７８） 
 
 
◎とき　３月１３日（土）１３時３０分～ 
◎ところ　赤とんぼ荘    
◎テーマ　春のテーブルコーディ
ネートセミナー「野あそび」 
◎講師　テーブルコーディネータ
ー　永野いく子 氏 
◎会費　１,０００円（ケーキ・飲物付） 
◎定員　３０名 
◎申込期限　３月７日（日） 
◎問い合わせ先　紙上（�６２‐０７１５） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◎職務内容　地域包括支援センタ
ー業務のうち、主に認知症の事業
に携わる業務 
◎応募資格　保健師の資格を有する方 
◎募集人員　１名 
◎賃金　日額９,６００円（平成２１年
度の単価） 
◎募集締切　３月１９日（金） 
◎勤務開始日　４月１日（木）～ 
◎勤務時間　月曜日～金曜日の　
８時３０分～１７時１５分 
◎申込方法　履歴書、資格証明書
（写し）を提出 
�地域包括支援センター（�６４‐
３１９７） 
 
 
◎募集職種　看護師 
◎応募資格　看護師の資格を有す
る方又は資格取得予定者で、４０歳
位まで 
◎募集人員　１名 
◎採用日　４月１日採用　　　　 
◎応募締切　３月３日（水）　 
◎試験日　３月６日（土）　 
�御津病院事務局（�３２２‐１１２１） 
 
 
 
　丹精こめて育てた花壇やプラン
ター等で市内の沿道を彩る、花と
緑のコンテストです。 
◎応募資格　市内在住の個人、団
体（グループ）、学校園、事業所 

◎応募対象　道路からよく見える
自家製の花壇をはじめ、玄関先・
壁面などに、鉢植え・ハンギング
バスケット等を組み合わせて飾ら
れた花と緑を対象 
◎応募期間　４月１日（木）～４月９日（金） 
◎応募方法　応募用紙に、平成２２
年春に撮影した花壇の写真１枚を
付けて提出してください。 
◎審査方法　道路からの現地審査
（４月下旬） 
※応募写真は審査の対象にはなりません。 
◎提出・問い合わせ先　町並み対
策課（�６４‐３１６７）、◯新地域整備課
（�７５‐２４３０）、◯揖地域整備課（�
７２‐７６０３）、◯御地域整備課（�３２２‐
２２４３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　市民と職員が一緒になって、た
つの市のまちづくりに取り組む「た
つのまちづくり塾」の塾生を募集
します。 
◎対象者　市内在住又は在勤、在
学の高校生以上の方で５人程度の
グループ（ほぼ同数の職員が参加） 
◎応募方法　応募用紙を提出（応
募の手引きと応募用紙は、市ホー
ムページ又は総務課にあります。） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

第４回市長賞受賞花壇 

広報たつの2月号 ２ 

たつの市地域包括支援センターの 
職員を募集 

平成２２年度「たつのまちづくり塾」 
塾生を募集！ 

第５回フラワーロードコンテスト 
参加者を募集 

揖保川文化センター教室生・自主 
グループ等作品展を開催 



「楽・得　介護塾」参加者を募集 

家庭不用品交換情報コーナー 

御津めて室津観光ガイドを募集 
み   つ 

龍野ふるさとガイド会員を募集 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２‐６６００） 
◎とき　４月１６日（金） 

県立フラワーセンター「チューリ

ップ観賞」 

くわのみ園在宅介護支援センター 
（�６６-０２３０） 
◎とき　３月２７日（土） 

岡山方面「イチゴ狩りと岡山ワイ

ナリー」 

西はりまグリーンホームケアセンター 
（�６３‐３１０１） 
◎とき　３月１３日（土） 

鷲羽山「藍染体験と会食」 

御津在宅介護支援センター 
（�３２４‐０７６７） 
「寝たきり・認知症介護のポイ
ントについて」 
◎とき　３月２１日（日）１０時～ 
◎ところ　梅香園 

西はりまグリーンホームケアセンター 
（�６３‐３１０１） 
「転ばない為のフットケア」 
◎とき　４月１０日（土）１０時～ 
◎ところ　西はりまグリーンホーム
ケアセンター２階会議室 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

◎募集締切　３月１日（月） 
◎活動スケジュール 
　調査研究活動（４～６月） 
　公開審査会開催（６月） 
　実践活動（７月～３月） 
　公開発表会開催（３月） 
◎事業費の補助　調査研究活動１
グループ５万円以内、実践活動１グル
ープ５０万円以内で必要と認める額 
�総務課（�６４‐３１４２） 
 
 
　希望する方は、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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　龍野ふるさとガイドでは、２０代
から８０代の皆さんが観光ガイドと
して活躍し、城下町龍野を訪れる
方々から大変喜ばれています。 
　龍野の観光案内をしてくださる
方、また興味をお持ちの方は、ぜ
ひご入会ください。 
◎年会費　１,０００円 
◎申込先　龍野ふるさとガイド事
務局（商工観光課�６４‐３１５６） 
 
 
　御津めて室津観光ガイドでは、
新規会員を募集しています。 
　室津の観光案内をしてくださる
方、また興味をお持ちの方は、ぜ
ひご入会ください。 
◎年会費　１,０００円 
◎申込先　御津めて室津観光ガイ
ド事務局（室津海駅館�３２４‐０５９５） 
 

 
 
 
◎とき　３月１０日（水）　９時３０分
～１３時 
◎ところ　御津公民館 
◎募集人数　３０名 
◎参加費　実費負担 
※エプロン、三角巾を持参してく
ださい。 
�御津保健センター（�３２２‐３４９６） 
 
 
 
 
 
※２月４日現在の登録品 
◎譲りたい品物　 
スキーウエア（１００cm）、ベビー
ベッド 
◎譲って欲しい品物 
≪衣類≫まあや保育園の体操服・
制服（男女）、心光保育所のズボン・
スモック・体操服 
≪その他≫掃除機、二段ベッド（木
製すのこ状のもの）、チャイルド
シート、ベッドメリー、ＤＶＤデ
ッキ、三輪車、サークル、スキー
用品（板・ブーツ）、メトロノー
ム、苗箱と苗箱専用の一輪車 
�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） 

糖尿病教室のお知らせ 
◎と　き　３月１０日（水） 

　　　　　１４時３０分～ 

　　　　　「糖尿病と血管」　　 

　　　　　講師：臨床検査技師 

◎ところ　御津病院本館３階会議室 

�御津病院（�３２２-１１２１） 

広報たつの2月号 3

「家族介護者交流日帰り旅行」 
参加者を募集 

生花のアレンジコース、資格検定コース、ブリザーブドコース（新設） 

●開催場所 

ミル・フルールならではの可愛いお花で、アレンジを作ってみませんか？ 

赤とんぼ文化ホール、太子商工会館、ア
クアホール、赤穂ハーモニーホール、きしゃ
ぽっぽ（揖西町喫茶店）、姫路教室、相生
教室、テクノ教室 

※材料費のみ要 
各コース無料体験レッスン受付中 

旬の料理教室 
〈冬野菜を使ってのメニュー〉 



�環境課（�６４‐３１５０） 

実施場所 実施時間 月日 
旧牧公民館 

牧（勝願寺） 

奥小屋自治会館 

沢ノ口公民館 

時重（井上美智枝様宅前） 

西栗栖コミュニティセンター 

兵庫西農協西栗栖支店前 

下鍛冶屋公民館 

下莇原公民館 

上莇原集落センター 

角亀公民館 

二柏野公民館 

光都２１集会所 

栗町公民館 

田幸公民館 

千本公会堂 

金井中央（広場） 

福栖集会所 

９：２０～９：３５ 

９：４０～９：４５ 

９：５０～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：３５ 

１０：４０～１０：５０ 

１０：５５～１１：００ 

１１：０５～１１：１５ 

１１：２０～１１：３０ 

１１：３５～１１：４５ 

１１：５０～１２：００ 

１２：１０～１２：２０ 

１３：３０～１３：４０ 

１３：４５～１３：５５ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２５ 

１４：３０～１４：４０ 

4
月
5
日
�
　
新
宮 

実施場所 実施時間 月日 
觜崎（明源寺前） 

旧安藤デンキ前 

佐野公民館 

北村公民館 

越部コミュニティセンター 

馬立構造改善センター 

市野保公会堂 

段之上公会堂（北） 

段之上会館 

仙正消防車庫前 

１３：００～１３：１０ 

１３：１５～１３：２０ 

１３：２５～１３：３５ 

１３：４０～１３：５０ 

１３：５５～１４：０５ 

１４：１０～１４：２０ 

１４：２５～１４：３５ 

１４：４０～１４：５０ 

１４：５５～１５：０５ 

１５：１０～１５：２０ 

4
月
6
日
�
　
新
宮 

実施場所 実施時間 月日 
揖保川総合支所北側駐車場 

揖保川公民館 

神戸北山公民館 

春日丘入り口 

ハイタウンさくら公園 

ベルタウン公民館 

新在家南公園前 

新在家公民館 

野田公民館 

町屋公民館 

半田集会所 

養久公民館 

本條自治会館 

二塚公民館 

片島公民館 

青葉台南入り口 

ひばりヶ丘公民館 

神戸山公民館 

旧大門公民館 

原公民館 

黍田公民館 

竜野駅ふれあい橋下 

山津屋公民館前交差点南側 

 

８：４５～８：５５ 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４０ 

９：４５～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５５ 

１１：００～１１：１０ 

１１：１５～１１：３０ 

１２：４０～１２：５５ 

１３：００～１３：１０ 

１３：１５～１３：２５ 

１３：３０～１３：４０ 

１３：４５～１３：５５ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２５ 

１４：３５～１４：４５ 

１４：５０～１５：００ 

１５：０５～１５：１５ 

１５：２０～１５：３０ 

１５：３５～１５：４５ 

4
月
8
日
�
　
揖
保
川 

旧宮内公民館 

下野電車道（北詰） 

下野公民館 

下笹（鹿子下笹線上） 

旧下笹公会堂 

上笹２区公民館 

上笹１区自治会館 

上笹（谷郷商店前） 

上笹老人憩いの家 

香山（家氏昭一様車庫前） 

平見（バス停前） 

香山北公民館 

兵庫西農協香島支店前 

香山南公民館 

篠首（長谷川光子様宅前） 

篠首（大裏良男様宅前） 

篠首消防車庫前 

吉島公民館 

東町（川東）集会所 

曽我井集会所 

新宮自治会館 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４５ 

９：５０～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５０ 

１０：５５～１１：０５ 

１１：１０～１１：１５ 

１１：２０～１１：２５ 

１１：３０～１１：４０ 

１３：００～１３：０５ 

１３：１０～１３：２０ 

１３：２５～１３：３０ 

１３：３５～１３：４０ 

１３：４５～１３：５０ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２０ 

１４：２５～１４：３５ 

１４：４０～１４：５５ 

4
月
7
日
�
　
新
宮 

能地公民館 

大屋（堀照美様宅前） 

善定公民館 

大屋公民館 

平野公民館 

芝田自治会館 

西町（鳳クリーニング店前） 

北新町（長谷歯科医院前） 

砂子（横田洋装店前） 

井野原公民館 

亀山会館 

船渡（内海医院前） 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２０ 

９：２５～９：３５ 

９：４０～９：５０ 

９：５５～１０：０５ 

１０：１０～１０：２０ 

１０：２５～１０：３５ 

１０：４０～１０：５０ 

１０：５５～１１：０５ 

１１：１０～１１：２０ 

１１：３０～１１：４０ 

１１：４５～１１：５５ 

4
月
6
日
�
　
新
宮 

飼い犬には狂犬病予防注射を！ 
　飼い犬には生涯に１回の登録と年１回の狂犬病予防注射が、法律で飼い主に義務付けられています。飼い主の
方は、６月末までに動物病院で、飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせてください。 
　なお、動物病院で注射を受けることが困難な場合は、下記日程表のとおり集合注射を実施しますので、利用く
ださい。 

※集合注射の際に、戸別訪問を希望する場合（事前申込みが必要）は１戸につき１,０００円の戸別訪問料が必要です。 
　登録済みの場合は、別途、市から郵送する案内を注射の際に必ず持参ください。 

　なお、狂犬病予防注射を受けたものの、注射済票（金属製の標識）の交付を受けていない場合は、環境課・各
総合支所市民福祉課で交付します。獣医師が発行する注射済証と注射済票交付手数料５５０円を必ず持参ください。 

◎対象犬・・・生後９１日以上の飼い犬 
◎手数料・・・新規登録犬　１頭につき６,２００円（登録手数料３,０００円を含む） 
　　　　　　　登録済み犬　１頭につき３,２００円 

広報たつの2月号 4

平成２２年度畜犬登録並びに狂犬病予防集合注射日程表 



実施場所 実施時間 月日 

中島揖保石見神社前 

中島公民館　 

山王公民館　 

苅屋東中巡回バス停前　 

苅屋公民館　 

新町公民館 

朝臣大年神社前 

栄町公民館前 

旧碇岩東口バス停前　 

碇岩公民館 

片政源寺前　 

伊津公民館 

稲富仁王門前 

加家公民館 

西釜屋公民館 

新舞子東浜松林前 

黒崎池ノ上公園下　 

黒崎公民館 

釜屋南バス停前 

御津総合支所 

８：４５～８：５５ 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４０ 

９：４５～９：５５ 

１０：００～１０：１５ 

１０：２０～１０：３５ 

１０：４０～１０：５０ 

１０：５５～１１：０５ 

１１：１０～１１：２０ 

１１：２５～１１：３５ 

１２：４０～１２：５０ 

１２：５５～１３：０５ 

１３：１０～１３：２０ 

１３：２５～１３：３５ 

１３：４０～１３：５０ 

１３：５５～１４：０５ 

１４：１０～１４：２０ 

１４：２５～１４：３５ 

１４：４０～１５：００ 

4
月
１２
日
�
　
御
津 

中垣内（揖龍介護支援センター） 

新宮公民館 

構荒神社 

竹万構造改善センター 

北沢公民館 

尾崎公民館 

小畑構造改善センター 

竹原公民館 

長尾構造改善センター 

東村公民館 

小犬丸構造改善センター 

小犬丸ウルスベ 

大陣原（福本様宅前祠） 

土師公民館 

南山公民館 

龍子構造改善センター 

北山公民館 

前地公民館 

佐江公民館 

清水柳橋 

清水新公民館 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４０ 

９：４５～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５５ 

１１：００～１１：１０ 

１１：１５～１１：２５ 

１１：３０～１１：４０ 

１１：４５～１１：５５ 

１３：００～１３：１０ 

１３：１５～１３：２５ 

１３：３０～１３：４０ 

１３：４５～１３：５５ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２５ 

１４：３０～１４：４０ 

１４：４５～１４：５５ 

１５：００～１５：１０ 

 

4
月
１４
日
�
　
龍
野 

片山（小宅寺鳥居前） 

宮川町公園前 

中村小谷工場前 

宮脇公民館 

広山公民館 

高駄公民館 

長真荒神社前 

上沖公民館 

井上公民館 

下沖公民館 

片吹公民館 

福田公民館 

上福田公民館 

内山警鐘台下 

誉橋東詰め 

大道公民館 

富永４丁目（三栄木工所前） 

四箇（石原設計事務所前） 

四箇公民館 

堂本旧クラブ 

小宅公民館 

富永１丁目公民館 

富永３丁目公民館 

 

８：３５～８：５０ 

８：５５～９：０５ 

９：１０～９：２５ 

９：３０～９：４０ 

９：４５～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５５ 

１１：００～１１：１０ 

１１：１５～１１：２５ 

１１：３０～１１：４０ 

１１：４５～１１：５５ 

１２：００～１２：１０ 

１２：１５～１２：２５ 

１３：２５～１３：４０ 

１３：４５～１３：５５ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２５ 

１４：３０～１４：４０ 

１４：４５～１４：５５ 

１５：００～１５：１０ 

１５：１５～１５：３０ 

4
月
１６
日
�
　
龍
野 

三木製材所西側 

日飼公民館 

小那田クラブ 

島田公民館 

島田（北児童公園前） 

東觜崎公民館 

大源寺公民館 

奥村公民館 

大住寺旧クラブ跡地 

沢田（北）宮垣内 

沢田（北）集会所 

沢田（南）公民館 

兵庫西農協神岡支店 

上横内構造改善センター 

西鳥井荒神社 

追分共同集荷所 

野部公民館 

田中構造改善センター 

東田中公民館 

東鳥井（北山様宅前） 

８：４０～８：５０ 

８：５５～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４５ 

９：５０～１０：００ 

１０：０５～１０：１５ 

１０：２０～１０：３０ 

１０：３５～１０：４５ 

１０：５０～１１：００ 

１１：０５～１１：１５ 

１１：２０～１１：３０ 

１２：３０～１２：４０ 

１２：４５～１３：００ 

１３：０５～１３：１５ 

１３：２０～１３：３０ 

１３：３５～１３：４５ 

１３：５０～１４：００ 

１４：０５～１４：１５ 

１４：２０～１４：３０ 

１４：３５～１４：４５ 

4
月
１５
日
�
　
龍
野 

揖保川中学校東門 

正條公民館 

大久保公民館 

上袋尻自治会館 

市場公民館 

袋尻公民館 

浦部公民館 

金剛山公民館 

馬場地域農業推進拠点施設 

大浦公民館 

室津出張所 

岩見港公民館 

８：４５～８：５５ 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４０ 

９：４５～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５５ 

１１：２０～１１：２５ 

１１：４０～１１：５５ 

１２：０５～１２：１５ 

4
月
9
日
�
　
揖
保
川
・
御
津 

実施場所 実施時間 月日 
今市公民館 

揖保中公民館 

中臣みこし蔵前 

揖保上公民館 

中臣公民館 

中臣桜ヶ坪 

山下公民館 

１３：４５～１３：５５ 

１４：００～１４：１０ 

１４：１５～１４：２５ 

１４：３０～１４：４０ 

１４：４５～１４：５５ 

１５：００～１５：１０ 

１５：１５～１５：２５ 

4
月
１３
日
�
　
龍
野 

実施場所 実施時間 月日 
寄井構造改善センター 

入野構造改善センター 

中井公民館 

中井奥垣内公民館 

１４：５０～１５：００ 

１５：０５～１５：１５ 

１５：２０～１５：３０ 

１５：３５～１５：４５ 

4
月
１５
日
� 

龍
野 

三坂神社前 

北龍野祇園社 

善龍寺前 

水神社前 

龍野保育所前 

図書館駐車場 

粒坐神社前 

龍野西中前信号北側 

小神倶楽部 

みどり野公民館 

井関神社前 

門前公民館 

松原総合隣保館 

兵庫西農協揖保支店南駐車場 

東用公民館 

真砂公民館 

８：４５～８：５５ 

９：００～９：１０ 

９：１５～９：２５ 

９：３０～９：４０ 

９：４５～９：５５ 

１０：００～１０：１０ 

１０：１５～１０：２５ 

１０：３０～１０：４０ 

１０：４５～１０：５５ 

１１：００～１１：１０ 

１１：１５～１１：２５ 

１２：３０～１２：４０ 

１２：４５～１２：５５ 

１３：００～１３：１０ 

１３：１５～１３：２５ 

１３：３０～１３：４０ 

4
月
１３
日
�
　
龍
野 

犬の鑑札のデザインが 
変わります 

　平成２２年度から、新規で犬を登
録した際に交付する「犬の鑑札」が
従来のだ円形から犬型に変わります。
鑑札は、犬が迷子になった際に飼い
主を特定する手がかりとなります。
室内犬室外犬を問わず、必ず犬の首
輪等に付けてください。 
　なお、従来の楕円形の鑑札をお持
ちの方は、新しい犬型の鑑札に交換
する必要はありません。 
�環境課（�６４‐３１５０） 

新しい犬の鑑札 

広報たつの2月号 5

H22

たつの市 
兵 庫 県 

犬鑑札 
第000000号 



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 〈3月の催し〉月の催し〉 〈3月の催し〉 〈3月の催し〉 

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） 
えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　１３日（土）・２０日（土）１１時～１１時２０分 
　「みんなおおあくび」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「わるいガチョウ」他 
読書会（一般） 
　１２日（金）１０時～１１時３０分「じいさんばあさん」森　鴎外 著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　８日（月）・２２日（月・祝）　１１時～１１時２０分　 
　「だっこ　だっこ　ねえ　だっこ」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「つるにょうぼう」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 
　「わたしとあそんで」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 
　「あひるのピンのぼうけん」他 
読書会（一般） 
　１７日（水）　１０時～１２時 「告白」湊　かなえ 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　「やまなしもぎ」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「おむすびころりん」他 
　２８日（日） １０時３０分～１１時３０分「ブンナよ木からおりてこい」 
読書会（一般） 
　１７日（水） １３時３０分～１５時３０分「まだ生きている」佐藤 愛子 著 

２００９年度たつのあいあい塾 

人権相談所を開設 

３月の行政相談日 

今月の市税 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」３月の展示 

「ふれあい橋ギャラリー」３月の展示 

３月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 

 
 
　毎月、各種職業の講師による講
座を開催しています。（申込不要、
初回のみ５００円必要） 
◎とき　３月６日（土） １９時～２１時 
◎演題　「子どもの理科離れって本当」 
◎講師　曽谷 紀之 氏（塾長、神
戸大学名誉教授） 
◎とき　３月２０日（土） １９時～２１時 
◎演題　「都市のトンネル」 
◎講師　岸田 信行 氏（関西セグ
メント（株）顧問） 
◎ところ　いずれも揖保川公民館 
�揖保川公民館（�７２‐２４１２） 
 
 
◎とき　３月１７日（水）  １３時～１５時 
◎ところ　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 
◎とき　４月１４日（水）  １３時～１５時 
◎ところ　御津公民館１階会議室 
�人権推進課（�６４‐３１５１） 
 
 
＜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 
※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　 
　第４期分 
◎国民健康保険税（普通徴収）　 
　第８期分 
◎納期限　３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、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。 
�税務課（�６４‐３１４４） 
 
 
　市内の風景やイベントの様子を
紹介する写真を展示します。 
�◯揖地域振興課（�７２‐２５２５） 

 
 
　室津幼稚園３･４歳児の絵画を
展示します。 
�◯御地域振興課（�３２２‐１００１） 
 
 
 
＜揖保川地域＞ 
中元産業（株）（�７２‐２０３１） 
＜御津地域＞ 
１日～１０日　勝間設備（株） 
　昼間（�３２２‐２４８８） 
　夜間（�３２２‐１３５５） 
１１日～２０日　（有）沼田水道工業所 
　昼間・夜間（�３２２‐１２５１） 
２１日～３１日　（株）大西商店 
　昼間・夜間（�３２４‐００４７） 
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ご冥福をお祈りします 

氏　名 住　所 死亡月日 年齢 
※１月１６日～１月３１日届出分（敬称略） 

揖保川町片島 
新宮町新宮  
龍野町下霞城 
揖保川町片島 
龍 野 町日飼  
御津町黒崎  
揖保川町山津屋 

１２/１８ 
１２/３１ 
１/８ 
１/１５ 
１/１８ 
１/１８ 
１/２２ 

８０ 
６１ 
９４ 
７０ 
９２ 
８８ 
８９ 

森 　 貞 子  
山本　　始 
湯口きくの 
水野　幹子 
竹内おてる 
野本　辰一 
近藤はなゑ 




