
8月23日（金）・24日（土） 10:00~18:00 スタインウェイお貸しします〜ホールを独り占め〜
募集定員に達しましたので、受付終了しました

8月25日（日） 
公募出演者によるピアノ演奏会
アクアピアノコンサート

8月18日（日） 
第9回アクアきらめきコンサート

たつの市音楽協会　たつの市ゆかりの音楽家による

税務（税理士）相談　　  ▶市税課☎64･3145

　８月７日（水） 13時～ 15時 ●御 ２階第１会議室

▶広報秘書課☎64･3211
市長と直接意見交換していただけます
と　き　９時～ 21時の間で、おおむね 90分以内
ところ　市内公民館等の各種施設等（個人宅は不可）
対象者　市内在住、在勤、在学で参加予定10名程度のグループ
※希望日の１か月前までにお申込みください。ご希望の日程に添えない時は、調整
させていただく場合があります。

   市 長 対 話 広 場   

8月2日（金）
劇団四季ファミリーミュージカル
カモメに飛ぶことを教えた猫

9月7日（土）
中村獅童
特別舞踊会

8月10日（土） Vol.269 
「えちてつ物語」
わたし故郷に帰ってきました

10月14日（月・祝）
森高千里「この街」
TOUR2019
[開演] 17:30（開場17:00）
[入場料] 8,640円 
※４歳以上チケット必要。３歳以下無料（ただし保護者１名に対し子ども１名まで

膝上鑑賞可。お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。）

7月28日（日）
きかんしゃトーマスファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

ホール情報 …全席指定席（全席指定のため、お子様を膝の上に抱いてのご鑑賞はできません）
…全席自由席　 …未就学児の入場不可　 …3歳未満の入場不可

開演14:00（開場13:30）
[入場料]   1,000円
[出演] 栢橋良介（コルネット）、仲本和香奈
（ピアノ）、長谷川萌子（ソプラノ）、高野敬
子（作曲）、足立沙織（トロンボーン）、伊藤
さくら（ヴァイオリン）、山内静（クラリネッ
ト）、鈴木櫻子（ヴァイオリン）

[開演] 12:30（開場12:00）
[入場料]   無料

お気軽にスタインウェイの音色をお楽しみください。

▶電話予約☎（0791）63・1322　▶ 問い合わせ☎（0791）63・1888
ホームページアドレス　http://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/
Ｅメールアドレス　bunkahall@tatsuno-cityhall.jp

▶ 電話予約・問い合わせ☎（0791）72・4688
ホームページアドレス　http://www.tatsuno-cityhall.jp/aqua/
Ｅメールアドレス　aquahall@tatsuno-cityhall.jp

▶一般窓口８：30～18：00　チケット発売日初日のみ　窓口９：00～、電話・インターネット13：00～
入場料はすべて消費税込み。プログラム・出演者等変更になる場合があります。チケット発売状況により枚数の制限を変更する場合があ
りますので予めご了承ください。また、チケット売り切れの際はご容赦ください。「サタデーシネマ鑑賞会」鑑賞券の予約等は行っていま
せん。当日会場売り場にて、お買い求めください。会場内は飲食禁止ですのでご協力お願いします。※友の会入会希望の方は両ホールま
で　休館日：月曜日、祝翌日、その他臨時休館日

9月14日（土） Vol.270 
「万引き家族」

9月18日（水）
兵庫芸術文化センター管弦楽団　特別演奏会

「佐渡 裕指揮 ベートーヴェン「運命」
11月28日（木）
三山ひろし
笑顔を届けます！！　コンサート2019

サタデーシネマ鑑賞会

サタデーシネマ鑑賞会

①10:00②13:00③16:00［120分］（各回入替制）
※満員の際は入場を制限させていただく場合がございます。ご了承ください。

[鑑賞料] 一般800円、高校生以下（３歳以上）500円
[出演] リリー・フランキー、安藤サクラ、樹木希林 他
[監督] 是枝裕和

[開演] 18:30（開場18:00）
[入場料] 4,000円  
[プログラム] 兵庫芸術文化センター管弦楽団メンバーによ
るアンサンブル/佐渡裕指揮「ベートーヴェン　運命」予定

[開演] 昼の部 12:30（開場12:00）
       夜の部 16:30（開場16:00）
[入場料] 6,500円  

①10:00②13:00③16:00［109分］（各回入替制）
※満員の際は入場を制限させていただく場合がございます。ご了承ください。

[鑑賞料] 一般800円、高校生以下（３歳以上）500円
[出演] 横澤夏子、萩原みのり、山崎銀之丞 他
[監督] 児玉宜久

[開演] 18:00（開場17:30）
[入場料] 4,000円  
[出演] 中村獅童／松永鉄九郎
[プログラム] 秘蔵＆舞台裏密着㊙映像／芸談／舞踊
「雨の五郎」予定

[開演] １回目 11:30（開場11:00）
 　　　２回目 14:30（開場14:00）
各回講演時間約60分
[入場料] 2,500円 　※当日は500円増
※３歳以上チケット必要。2歳以下無料（ただし保護者１名に対し子ども１名

まで膝上鑑賞可。お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。）

[開演] 18:00（開場17:30）
[入場料] Ｓ席 一般4,000円、小学生以下 3,000円 
         Ａ席 一般3,000円、小学生以下 2,000円 
※３歳以上チケット必要。2歳以下無料（ただし保護者１名に対し子ども１名まで膝上鑑

賞可。お席が必要な場合はチケットをお買い求めください。）

好評発売中 好評発売中

好評発売中

好評発売中

好評発売中

※一般発売日
7月14日（日）9:00〜

※一般発売日
7月26日（金）9:00〜

市内空き家利活用相談
　　　　　　 ▶空き家相談センター☎78･9220

と　き　日・月・火曜日　９時～ 16時（予約優先）
ところ　たつの市空き家相談センター（旧姫路信
　　　　用金庫川西出張所）（龍野町下川原80）

相談日カレンダー（7月15日〜） 【市外局番】 龍　野（0791）　新　宮（0791）
  揖保川（0791）　御　津（079）

※●本＝市役所、●新＝新宮総合支所、●揖＝揖保川総合支所、●御＝御津総合支所

先日、家族でホタル
観賞に行きました。

初夏の風物詩が放つ幻想的なきらめ
きに子どもたちも大興奮！愛用のカメ
ラを携行していなかったので記録に
は残せませんでしたが、記憶には残
る素敵な一夜となりました。

編集後記

心配ごと法律相談　      　▶社会福祉協議会

龍野支部 ☎63・5106　　新宮支部 ☎75・5084
揖保川支部 ☎72・7294　御津支部 ☎322・2920

（受付状況により人数制限あり）
弁護士相談 ※受付:12時～ 15時　相談:13時～
　７月16日（火） 揖保川総合支所
　７月25日（木） 御津やすらぎ福祉会館
　８月７日（水） はつらつセンター
　８月８日（木） 新宮ふれあい福祉会館
公証人相談 ※受付:12時～ 15時　相談:13時～
　７月17日（水） はつらつセンター

行政相談　      　　     　▶総務課☎64･3142

●新 地域振興課☎75･0251、●揖 地域振興課☎72･2525
●御 地域振興課☎322・1001
　７月18日（木） ９時～ 11時 ●本 １階相談室
　７月23日（火） 13時～ 15時 ●揖 １階相談室
　８月５日（月） 13時～ 15時 ●御 ２階相談室
　８月８日（木） 13時～ 15時 ●新 ロビー

龍野健康福祉事務所の相談　※要予約  
エイズ・肝炎相談（相談・検査、HIVは無料匿名検査）
　７月23日（火）、８月13日（火）
　13時～ 14時50分　　　　　　▶健康管理課 ☎63・5140
専門的栄養相談
　８月19日（月）　10時～ 11時30分
　　　　　　　　　　　　　    ▶健康管理課 ☎63 ･ 5677
こころのケア相談（精神疾患、アルコール問題等）
　８月２日（金） 13時～ 15時　  ▶地域保健課 ☎63 ･ 5687

その他で開催される相談会
●司法書士　無料相談会
　7月27日（土）９時～ 12時　※予約不要
　たつの市産業振興センター第２会議室（龍野町堂本）
▶兵庫県司法書士会西播支部☎0120 ･ 818184

●不動産無料相談会（売買、賃貸、不動産業者等）
　８月７日（水）14時～ 16時　※予約優先
　龍野経済交流センター５階（龍野町富永702-1）
　※事前に相談内容をご連絡ください。
▶（一社）兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部 ･
　鈴木☎63･3072（平日10時～16時）

消費生活相談　▶消費生活センター☎64･3250

と　き　月～金曜日　８時30分～ 17時15分
ところ　商工振興課
消費者ホットライン　☎局番なし 188農事相談　　   ▶農業委員会事務局☎64･3185

　７月22日（月） 10時～ ●新 災害対策本部
　　　　　　　 13時30分～ ●本 ３階301会議室
　７月23日（火） 10時～ ●揖 ２階202会議室
　　　　　　　 13時30分～  ●御 ２階相談室
※農事相談は３日前までに電話予約が必要です。
　定例会は７月24日（水）10時からです。

教育相談　　　　　  ▶学校教育課☎64･3023

と　き　月～金曜日　９時～ 17時
ところ　●本 学校教育課

子育て相談（育児・いじめ・不登校・虐待等）
　　　　　　　　　　  ▶児童福祉課☎64･3220

と　き　月～金曜日　９時～ 17時
ところ　●本 子育て応援センターすくすく
　　　　（児童福祉課内）

妊産婦・子育て相談（妊娠・出産・子育て等）
　  ▶母子健康支援センターはつらつ☎63･5121

と　き　月～金曜日　９時～ 17時
ところ　母子健康支援センターはつらつ
　　　　（はつらつセンター健康課内）

年金・労働相談（兵庫県社会保険労務士会）
　　　　　　　 　　    ▶商工振興課☎64･3158

　７月24日（水） 13時30分～ 16時　●本 1階相談室

福祉・介護相談      ▶地域包括支援課☎64･3270

と　き　月～金曜日　９時～ 17時
ところ　●本 ふくし総合相談窓口
　　　　（地域包括支援課内）
※介護に関する悩みや生活全般の相談に応じます

◯坂

人権相談　　　　　  ▶人権推進課☎64･3151

と　き　８月７日（水） 13時～15時
ところ　●新 しんぐうホール本●揖 １階相談室
相談担当者　人権擁護委員 ※秘密は厳守します。
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