
◎内容　子育て講演会

◎講師　田川 雅規 氏（通称：田
でん

ちゃん）

▼新宮子育てつどいの広場

(☎75-2435)

「子どもの生き生きした表情を引

き出しましょう！」

◎とき　９月５日(木)10時～

◎ところ　はつらつセンター２階

◎内容　写真の撮り方

◎講師　笹部 百合 氏

◎申込期限　９月４日(水)

▼龍野子育てつどいの広場

(☎62-9255)

「童謡を楽しもう！」

◎とき　９月10日(火)10時～11時

◎ところ　揖保川公民館ホール

◎講師　『MADE IN たつの』

▼揖保川子育てつどいの広場

(☎72-6577)

「おんがくとあそぼうリトミック」

◎とき　９月18日(水)10時～

◎ところ　御津総合支所２階

◎講師　杉山 智子 氏（リトミッ

ク講師）

※要申込、先着10組

▼御津子育てつどいの広場

(☎322-2208)

「９月の絵本の読み聞かせ」

各つどいの広場で行います。

新宮：３日(火)10時30分～

揖保川：11日、25日(水)11時～

御津：17日(火)10時～

龍野：19日(木)11時～

「子育て夢相談」

専門家による子育て相談です。

◎とき　９月９日(月)10時～12時

◎ところ　揖保川公民館２階

※予約制。各広場へ申込み
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　40歳以上の方の保険料などで運

営している介護保険制度の費用

は、年々増加傾向にあります。市

では適正な運営を図るため、介護

サービス利用者へ「サービスの種

類」「月々の支払額」を通知して

います。

　ハガキの記載内容と、担当ケア

マネジャーから交付されるサービ

ス利用票、サービス事業所発行の

領収証を比べて、利用サービスの

内容が一致しているか確認してく

ださい。(今回は、４、５、６月

サービス利用分を記載）

　記載の金額と領収証の金額が異

なる場合や利用した覚えのない

サービスが記載されている場合は

担当ケアマネジャー又は市へお問

い合わせください。

　なお、このハガキは費用の請求

や支払いの通知ではありませんの

で、ご注意ください。

▼高年福祉課（☎64-3155）

　○新市民福祉課（☎75-0253）

　○揖市民福祉課（☎72-2523）

　○御市民福祉課（☎322-1451）

　たつの市産天然皮革で動物フィ

ギュアを作る体験教室を開催します。

◎とき　９月28日(土)10時～16時

◎ところ　道の駅みつ体験学習室

◎参加費　１個100～800円程度

※事前申込は不要

▼商工観光課（☎64-3156）

　　　わくわく親子講座

「命の大切さを教える子育て」

◎とき  ９月４日(水)10時～

◎ところ　新宮総合支所しんぐう

ホール

介護給付費通知書（ハガキ）

を確認しましょう

革細工体験教室

来年の干支「午
うま

」が登場！

「子育てつどいの広場」

イベント情報

行 政 イベント

全国一斉　防災行政無線によるテスト放送を実施

　総務省消防庁から全国瞬時警報システム（通称「Ｊアラート」)

で配信された情報を受けて、市内全域の防災行政無線でテスト放

送を行います。

◎とき　９月11日(水)11時、11時30分

       （計２回）

◎放送内容　「これは試験放送です」

　　　　　　　を３回、最後に下り

　　　　　　　チャイムを放送

▼危機管理課（☎64-3219）
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※本竜野～上月駅間往復乗車券を

  支給（たつの市民に限ります。)

◎申込先　健康課（はつらつセン

ター内☎63-2112）

◎申込期限　９月24日(火)

※当日、参加受付はしません。

◎主催　ドラゴンウォーカーズ

◎申込方法　揖保川スポーツセン

ター窓口へ申込み（電話等の申込

みは受け付けません。）

◎受付期限　９月６日(金)14時

※定員を超えた場合、７日(土) 10

　時から揖保川スポーツセンター

　で抽選会を行います。（初受講

　生を優先して抽選）

◎受講料　各教室2,000円

◎申込書　揖保川スポーツセン

ターに用意しています。

▼ 揖保川スポーツセンター（☎
72-5567）

　アマチュア音楽グループによる

生演奏をお楽しみください。

◎とき　９月14日(土)18時30分～

◎ところ　赤とんぼ文化ホール

ホールロビー

◎入場料　無料

◎出演バンド　TIME GOES BY（イ

ンストゥルメンタル）、たつコー

ダーアンサンブル（リコーダー）

▼赤とんぼ文化ホール（☎63-1888)

◎とき　９月15日(日)(受付８時

30分～、競技開始９時～)

◎ところ　新宮小学校グラウンド

◎対象者　小学生以上

◎種目　100ｍ走、200ｍ走、

3,000ｍ走、走り幅跳び、走り高

跳び、ボール投げ

◎参加費　無料

◎申込方法　大会当日、種目競技

開始30分前までに参加登録を行っ

てください。記録書を渡します。

◎主催　新宮ランニングクラブ

▼ 新宮スポーツセンター(☎75-

1792)

◎とき　９月29日(日)13時～

◎ところ　赤とんぼ文化ホール中

ホール

◎曲目　「かぐや姫」「軒の雫」

「妖精の森」「船の夢」等12曲。

なつかしの演歌、歌曲、童謡を尺

八で演奏します。

◎入場料　無料

◎主催　龍野邦楽三曲会

◎問い合わせ先　西山健治（☎
63-1965）

◎とき　９月28日(土)12時～21

時、29日(日)９時～15時予定

◎ところ　揖保川河川敷千鳥ヶ浜

◎参加費　前売2,500円、当日

3,000円（２日間有効、中学生以

下は無料）

◎内容　バイクジャンボリー、

チャリティ、地元演芸団多数出

演、飲食・ゲームコーナーなど

◎出店者募集　飲食・物販等

◎申込・問い合わせ先　実行委員

会（☎080-4021-7010）

　大好きなポケモンで英語にふれ

てみませんか。

◎とき　９月８日(日)10時30分～

11時30分

◎ところ　新宮図書館

◎対象者　小学３～６年生

◎講師　チャイナニ アシシ 氏

◎定員　20名（先着順）

◎申込先　新宮図書館(☎75-3332)

　塩こうじ作りを体験し、塩こう

じソフトクリームを食べてみませ

んか。

◎とき　９月25日(水)14時～15時

◎ところ　観光売店さくら路（龍

野町下霞城）

◎定員　20名（先着順）

◎参加費　800円

◎持ち物　1.5リットル程度の密

閉容器

◎申込先　商工観光課(☎64-3156)

◎とき　９月29日(日)８時集合

（小雨決行）

◎集合場所・コース　JR姫新線本

竜野駅集合、姫新線乗車→上月駅

→上月城跡→上月駅12時57分発に

乗車し帰着予定

◎定員　150名（先着順）

◎参加費　無料

◎持ち物　飲み物・雨具・タオ

ル。歩きやすい服装と靴で参加し

てください。昼食は各自で用意し

てください。

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

陸上記録会を開催

邦楽演奏会

第２期体操教室受講生を募集

塩こうじ作り
体験教室参加者を募集

新宮図書館
「ポケモンで英語にタッチ」

募 集

のびっこ体操教室

◎とき　９月18日(水)～11月22日

(金)（毎週水曜日コース又は金曜

日コース、各曜日計10回）15時30

分～16時30分

◎対象者　４～６歳児（年少・年

長に相当する幼児）

◎定員　各コース15名

◎内容　トランポリン、跳び箱、

マット、平均台、鉄棒、フラフー

プ、ボールを使う運動遊び

たつのドラゴンふれあい
ウォーク参加者を募集

「健康ウォーク―上月城跡を歩こう！―」

サタデーナイトロビー

コンサート vol.43

親子体操教室
◎とき　９月19日(木)～11月21日
(木)（毎週木曜日、計10回）10時
～11時
◎対象者　２～４歳児とその保護者

◎定員　20組

◎内容　トランポリン、跳び箱、

マット、平均台、鉄棒、フラフー

プを使った運動や音楽に合わせた

ダンスなどを親子で楽しみます。

赤とんぼ BIKER'S　MEETING
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◎とき【第１講座】９月５日・12

日・19日・26日・10月３日

【第２講座】10月24日・31日・11

月７日・14日・21日

毎週木曜日14時～15時30分

◎ところ　産業振興センター（龍

野町堂本）

◎講師　山口 喜子 氏

◎定員　15名程度（先着順）

◎参加費　各講座3,500円（資料

代等）

※継続して参加する場合は、第２

　講座は2,500円になります。

◎申込方法　電話受付

▼ 市国際交流協会事務局（広報

秘書課内 ☎64-3140）

★和菓子づくり体験

◎とき　10月４日(金)10時～13時

◎募集人数　20名（先着順）

◎持ち物　エプロン・三角巾・手

ふき・筆記用具

◎参加費　1,000円程度

★豆腐づくりと料理体験

◎とき　10月14日(月・祝)10時～

14時

◎募集人数　20名（先着順）

◎持ち物　エプロン・三角巾・手

ふき・筆記用具　　　　

◎参加費　1,000円程度

★秋の漁師料理体験

◎とき　10月17日(木)10時～13時

◎募集人数　25名（先着順）

◎持ち物　エプロン・三角巾・手

ふき・筆記用具

◎参加費　1,000円程度

※キャンセルは２日前まで。

体験学習室のご案内　瀬戸内の海

や島々の眺望が楽しめ、研修など

に利用することができます。

◎申込先　道の駅みつ体験学習室

（☎322-8020）

　

　参加希望の方は、下記のセン

ターへお申込みください。

◎参加対象　介護している方、介

護に関心のある方

※は介護技術習得のための講座

◎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

ターへお申込みください。

※交通費、食費等は市から一部助

  成します。

　認知症に関する正しい知識を持

ち、地域や職域で認知症の人や

家族を支援する「認知症サポー

ター」を養成します。参加は無料

です。

◎とき　９月20日(金)13時30分～

15時

◎ところ　市福祉会館（龍野町富永)

◎対象者　地域等で認知症の人と

家族を支える熱意を持つ市内在住

の方

◎内容　認知症について ほか

◎定員　50名程度

◎その他　市内在住、在勤又は在

学で10名以上のグループ（団体)

の場合は、「市役所出前講座」を

ご利用ください。

◎申込・問い合わせ先　地域包括

支援センター（高年福祉課内☎
64-3197）

◎募集コース・募集人数

住宅系専科　各15名

住宅設備コース、木造建築コース

金属系専科　各15名

溶接コース、金属塗装コース

機械系専科　

機械加工コース：15名

機械製図・工作コース：10名

◎対象者　高等学校等新規学卒

者、18歳以上の求職者（機械製

図・工作コースは40歳未満）

◎出願期間　10月１日(火)～17日(木)

◎選考日　10月23日(水)

◎試験内容　面接、学科60分(数

学Ⅰ、数学Ａ)

◎訓練期間　平成26年４月～平成

27年３月

◎授業料　無料(諸経費として自

己負担４万円程度、別途検定受験

料等が必要)

▼ 県立ものづくり大学校(〒670-

0943 姫路市市之郷1001-1 ☎079-

240-7077 FAX 079-281-6626)

「楽・得　介護塾」参加者を募集

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

認知症サポーター養成講座
受講生を募集

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

ジュネスしんぐ在宅介護支援セン

ター（☎75-5228）

◎とき　９月14日(土)

介護技術講座「食事のケア」※

ジュネスしんぐ在宅介護支援セン

ター（☎75-5228）

◎とき　10月24日(木)

波賀町リンゴ狩り

西はりまグリーンホームケアセン

ター（☎63-3101）

◎とき　９月14日(土)

“いざ”という時に役立つ緊急時

の対応

揖保川在宅介護支援センター

（☎72-6600）

◎とき　10月３日(木)

介護技術講座「移動・移乗のしか

た」※

御津在宅介護支援センター

（☎324-O767）

◎とき　９月30日(月)

介護技術講座「身体の清潔のため

のケア」※

くわのみ園在宅介護支援センター

（☎66-0230、61-9002）

◎とき　10月18日(金)

腰はお大事に！自宅でできる腰痛

予防体操

ドイツ語講座・入門
簡単な会話から始めましょう！

（全２講座）

平成26年度
県立ものづくり大学校　

入校生を募集
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◎定員　３組（１組約50分）

◎申込方法　電話で事前にお申込

みください。※予約優先

▼商工観光課（☎64-3156）

◎とき　９月13日(金)10時～12時

◎ところ　誉田公民館和室、揖保

川公民館和室

◎対象者　市内在住の身体障害の

ある方又はその家族

◎相談員　身体障害者相談員

※事前予約は不要。開催日に直接

  会場へお越しください。相談中

  の場合はお待ちいただくことが

  あります。

▼地域福祉課（☎64-3204）

　就職を希望されている障害のあ

る方を対象に、障害者就業・生活支

援センターによる就職の相談・活動

支援の個別相談会を開催します。

◎とき　９月25日(水)13時30分～

16時30分（受付13時～）

◎ところ　市役所分庁舎２階第５

会議室

◎相談機関　西播磨障害者就業・

生活支援センター

◎定員　３名（１人約50分）

◎申込方法　９月18日(水)までに

電話又はファクシミリでお申込み

ください。（完全予約制）

※手話通訳・要約筆記が必要な場合

  は、予約の際にお申出ください。

◎当日の持ち物　障害者手帳

▼地域福祉課（☎64-3204 FAX63-

0863）

　「最近もの忘れが多くなってき

た」「何度も同じことを聞いた

り、話すようになった」「薬がき

ちんと飲めない」などということ

はありませんか。

　揖保川病院のもの忘れ相談医が

相談に応じます。

◎とき・ところ　９月５日(木)新

宮ふれあい福祉会館２階研修室、

９月25日(水)揖龍広域センター　

１階会議室 いずれも13時30分～

15時10分

◎対象者　市内在住の方

◎定員　１日３名（１人30分）

※完全予約制　

◎相談内容　認知症の症状・治療

等医療に関する相談など

◎費用　無料

◎申込・問い合わせ先　地域包括

支援センター（高年福祉課内☎64

-3197）

　認知症の方や介護者を支援する

方のスキルアップ、支援者間の顔

の見える関係作り等を目的に、認

知症の理解や支援の在り方を考え

ていきます。

◎とき　９月12日(木)14時～16時

（受付13時30分～）

◎ところ　はつらつセンター３階

多目的ホール

◎内容　高齢者と睡眠について

◎講師　揖保川病院　院長 古橋 

淳夫 医師

◎対象者　医師、歯科医師、保健

師、看護師、薬剤師、ケアマネ、

介護職員、認知症の方を支援する

専門職等

◎定員　100名程度

◎参加費　無料

◎申込期限　９月９日(月)

◎その他　駐車場が少ないため、

できる限り乗り合わせてお越しく

ださい。

◎申込・問い合わせ先　地域包括

支援センター（高年福祉課内☎64

-3197）

　聴覚障害でお悩みの方、気軽に

お話に来てみませんか。

◎とき　９月25日(水)10時～12時

◎ところ　市役所２階相談室

◎対象者　聞こえない人、聞こえ

にくい人、聞こえない人に関わっ

ている人

◎問い合わせ先　県立聴覚障害

者情報センター　移動相談担当

係(☎078-805-4175 FAX 078-805-

◎とき　９月27日(金)

◎ところ　但馬長寿の郷、あけの

べ自然学校、明壽蔵（大型バス利

用）

◎出発場所・時間　龍野経済交流

センター８時15分出発、新宮文化

センター８時30分出発（龍野経済

交流センターに18時帰着予定）

◎テーマ　「酒税及び相続・贈与

税について」

◎講師　阪口 正 氏（龍野納税協

会参事）

◎参加費　4,000円（昼食代込）

◎定員　40名（先着順）

◎申込期限　９月17日(火)

◎申込先　（公社）龍野納税協会

（☎62-1700）

◎応募資格　平成25年４月１日に

おいて、高等学校(同等を含む)を

卒業した日の翌日から起算して２

年を経過していない者及び平成26

年３月までに高等学校(同等を含

む)を卒業見込みの者

◎受付期間　インターネット：８

月29日(木)～９月９日(月)、郵

便：８月29日(木)～９月６日(金)

◎第１次試験　11月２日(土)、３

日(日)

▼姫路海上保安部管理課（☎079-

231-5063）

　仕事について悩みを抱える若者

や保護者を対象に、無料の個別相

談会を行います。一人で悩まず、

専門家に相談してみませんか。

◎とき　９月18日(水)13時30分～

16時30分

◎ところ　産業振興センター２階

第３会議室（龍野町堂本）

◎相談機関　ひめじ若者サポート

ステーション

若者就業サポート相談会

障害者就労相談会

身体障害者相談

専門医師による「もの忘れ相談」 聴覚障害者移動相談

たつの市認知症研究会

海上保安大学校学生を募集

お知らせ

「移動租税教室」
参加者を募集
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4192)

※事前予約は不要

▼ 地域福祉課（☎64-3204　FAX　

63-0863）

　窓口に聞こえない、聞こえにく

い方がたずねてこられた時、コ

ミュニケーション方法や支援対応

に困っていませんか。聞こえな

い、聞こえにくい方への支援の在

り方を学びましょう。

◎とき　９月25日(水)13時30分～

16時

◎ところ　市福祉会館４階大会議

室（龍野町富永）

◎対象者　聞こえない、聞こえに

くい人達に関わっている方々

◎内容　①体験・ロールプレイ②

講義（聞こえのしくみ・当事者の

心理、対応方法）

◎申込・問い合わせ先　県立聴覚

障害者情報センター(☎078-805-

4175 FAX 078-805-4192) 

※申込書は地域福祉課又は各総合

  支所市民福祉課に設置

▼ 地域福祉課（☎64-3204　FAX　

63-0863）

　９月の高齢者福祉月間中に文化

施設などへの入場が無料になる

「西播磨レインボーカード」を配

布します。

◎対象者　市内在住の満65歳以上

の方（平成25年８月31日現在）

※カードをお持ちでない方

◎配布場所　高年福祉課、各総合

支所市民福祉課、老人クラブ連合

会事務局、同各支部

※運転免許証など、生年月日が分

　かるものをご持参ください。

◎利用対象施設　

▼ 高年福祉課（☎64-3152）、○新市

民福祉課（☎75-0253）、○揖市民福

祉課（☎72-2523）、○御市民福祉課

（☎322-1451）、たつの市老人クラ

ブ連合会事務局（☎63-5234）

　西播磨地域では、急病やケガの

際に、安全・安心な救急医療が受

けられるよう、医師会や医療機関

等の協力体制が整えられていま

す。救急医療は限りある社会資源

です。大切に利用しましょう。

〈救急医療を守るために〉

○身近なところで受診できる「か

かりつけ医」を持ちましょう。風

邪など体調がおかしいと感じたと

きは、まず「かかりつけ医」に相

談しましょう。また、急病時の備

えや対応の仕方も確認しておきま

しょう。

○日頃から健康管理に努め、具合

が悪い場合は、なるべく医療体制

が整っている平日の診療時間内に

受診しましょう。夜間・休日に急

病になった場合は、翌日まで待て

る状態かどうかを判断し、必要に

応じて、急病センターを受診しま

しょう。

○症状が重篤である場合は、119

番へ連絡しましょう。

▼ 健康課(☎63-2112)、西播磨県

民局龍野健康福祉事務所企画課

(☎63-5150)

　個人事業税は、所得税、住民税

とは別に、個人で事業を行う方に

かかる税です。

　第１期分の納期限は、９月２日

(月)です。最寄りの金融機関で納

めましょう。

　納税には便利な口座振替をご利

用ください。

▼龍野県税事務所課税第一課個人

事業税担当（☎63-5670）

　障害者手帳をお持ちの方を対象

に合同就職面接会を開催します。

◎とき　９月20日(金)13時30分～

15時30分

◎ところ　姫路キヤッスルホテル

３階「鳳凰の間」

▼ハローワーク姫路（☎079-222-

4435）、ハローワーク龍野（☎
0791-62-0981）

個人事業税のお知らせ

「聴覚障害」の理解セミナー

西播磨レインボーカードを
配布します

地域の救急医療を大切に
９月９日は「救急の日」

西はりま障がい者
雇用促進のつどい

たつの市
龍野歴史文化資料館、
霞城館、室津民俗館、
室津海駅館 など

姫路市
姫路城、市立動物園、
名古山霊苑仏舎利塔、
市立水族館 など

赤穂市
市立歴史博物館、市立
海洋科学館、市立民俗
資料館 など

太子町 町立歴史資料館

　子どもの急病やケガで、緊急に

受診するかどうか迷った場合は、

ご利用ください。

○兵庫県小児救急医療電話相談　

電話番号　＃8000

※ダイヤル回線、IP電話からは

　078(731)8899

　相談時間18時～24時（日曜日・

　祝日・年末年始は９時～24時）

○こどもの救急ホームページ

　http://kodomo-qq.jp/

　対象＝生後１か月～６歳

ひょうご地域安全 SOS キャッチ電話相談

　日常生活で、地域の安全・安心にかかる異変を察知

したら、お気軽に ｢SOS キャッチ電話相談」に通報・相

談してください。専門機関や警察などに迅速・適切に

つなぎ、早期の対応を図ります。

【電話番号】　078-341-1
いざ

32
ツーホー

4
月～金曜日 ９時～ 16 時（祝日、12 月 29 日～１月３日を除く）

※電話相談のみ

マモリン
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　相談は予約制です。当日は予約

された方を優先しますので、予約

なしで来られた方は長時間お待ち

いただく場合があります。

◎とき　10月24日(木)10時～15時

◎ところ　揖保川総合支所４階ふ

れあいホール

◎相談員　姫路年金事務所職員

◎受付期間　９月24日(火)～10月

21日(月)（土・日曜日、祝日は除

く）８時30分～17時

◎申込先　国保医療年金課（☎
64-3240）

※予約申込みの際は、氏名、基礎

　年金番号、相談内容をお知らせ

　ください。

　県では、旧軍人等を対象に各種

恩給制度の説明と個別相談会を開

催します。次のいずれかに該当す

ると思われる方は、ご相談くださ

い。（事前予約は不要）

①旧軍人で、実際に軍人としての

在職期間が３年以上の人又はその

遺族

②軍人期間中に公務又は勤務関連

などで傷病を受け、現在もこれら

の傷病による後遺症がある方

③実在職年がはっきりしないが軍

人期間のある人又はその遺族

◎とき　９月13日(金)14時～16時

◎ところ　姫路市市民会館第１会

議室（姫路市総社本町）

▼兵庫県社会援護課（☎078-362-

3204）

◎とき　９月21日(土)10時～16時

（予約不要）

◎ところ　市福祉会館４階会議室

（龍野町富永）

▼ （公社）成年後見センター・

リーガルサポート兵庫支部（☎
078-341-8686）

◎とき　９月28日(土)10時～15時

◎ところ　ダイエー赤とんぼ広場

（１階特設会場）

◎内容　身近な法律問題（登記測

量・官公署への手続一般・税務に

かかわる課題）

※事前予約は不要

◎共催　県司法書士会西播支部、

県土地家屋調査士会西播支部、県

行政書士会西播支部、近畿税理士

会龍野支部

▼ 近畿税理士会龍野支部（☎63-

5102）
旧軍人恩給説明・相談会

「法の日」無料法律相談会

高齢者・障害者のための
成年後見相談会

～司法書士による無料相談～

子宮頸
けい

がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、
肝炎ウイルス検診無料クーポン券対象の方へ

　平成 25 年度子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診の無料クーポン券を下表の

対象年齢の方へ、５月に送付しています。（肝炎ウイルス検診のみ、過去に受診された方には送付していま

せん。）ぜひ受診しましょう。　

　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ▼健康課（はつらつセンター内 ☎63-2112）

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新宮保健センター（☎75-3110）　　　

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揖保川保健センター（☎72-6336）

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御津保健センター（☎322-3496）
◎対象者　平成 25 年４月１日現在の満年齢

対象
年齢

生年月日
子宮頸がん検診
（女性のみ）

乳がん検診
（女性のみ）

大腸がん
検診

肝炎ウイルス
検診

20歳 平成4年4月2日～平成5年4月1日 ○

25歳 昭和62年4月2日～昭和63年4月1日 ○

30歳 昭和57年4月2日～昭和58年4月1日 ○

35歳 昭和52年4月2日～昭和53年4月1日 ○

40歳 昭和47年4月2日～昭和48年4月1日 ○ ○ ○ ○

45歳 昭和42年4月2日～昭和43年4月1日 ○ ○ ○

50歳 昭和37年4月2日～昭和38年4月1日 ○ ○ ○

55歳 昭和32年4月2日～昭和33年4月1日 ○ ○ ○

60歳 昭和27年4月2日～昭和28年4月1日 ○ ○ ○

65歳 昭和22年4月2日～昭和23年4月1日 ○

70歳 昭和17年4月2日～昭和18年4月1日 ○

姫路年金事務所出張年金相談
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　　オータムジャンボ宝くじの売

上金の約４割は、市や町の住み良

いまちづくりに活用されていま

す。売上金は、各都道府県の販売

実績等に応じて交付されます。ぜ

ひ、兵庫県内の宝くじ売り場でお

買い求めください。

◎販売期間　９月20日(金)～10月

11日(金)

▼ （公財）兵庫県市町村振興協

会（☎078-322-1151）

　高校、大学、短大、専修学校、各

種学校等に入学・在学される方の保

護者対象の公的な融資制度です。

◎融資額　学生・生徒１人につき

300万円以内

◎利率　年2.55％（母子家庭は年

2.15％）※平成25年７月10日現在

◎返済期間　15年以内（母子家庭

は18年以内）

▼ 教育ローンコールセンター

（☎0570-008656）

　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　９月21日(土)19時～21時

◎ところ　揖保川公民館

◎演題　「お茶とコーヒーをおい

しく飲むコツ」

◎講師　香山 貞之 氏（(株)香山

園会長・喫茶わがまま経営）

▼揖保川公民館(☎72-2412)

※８月６日時点の登録品です。

◎譲りたい品物

女の子用リュックサック、女の子

用絵の具セット（バッグ、水入

れ、筆、絵の具）、男の子用絵の

具セット（バッグ、水入れのみ）

◎譲ってほしい品物

小宅小学校女の子用制服上下

（150cm以上、夏用・冬用）、第一

仏光保育園の制服（120cm以上）・

帽子、男の子用自転車（16～18イ

ンチ）、ベビーフェンス、新生児

用チャイルドシート、ベビーベッ

ド、卓上ミシン、チャイルドシート

▼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　９月11日(水)13時～15時

◎ところ　市役所２階相談室、御

津総合支所２階相談室

▼人権推進課（☎64-3151）　

〈龍野〉

◎とき　９月10日(火)９時30分～

11時30分

◎ところ　なんでも相談課

〈新宮〉

◎とき　９月12日(木)13時～15時

◎ところ　新宮総合支所ロビー

〈揖保川〉

◎とき　９月17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）

まちづくりに役立つ
オータムジャンボ宝くじ

国の教育ローンを
ご存じですか

９月の行政相談

あいあい塾

人権相談

家庭不用品交換情報コーナー

▼たつの市消費生活センター（なんでも相談課　☎64-3250）

消費生活 豆知識 ＰＯＩＮＴ

～太陽光発電システム情報～

太陽光発電　　太陽の光をソーラーパネルで電気に変えるクリーンエネルギー

　　　　　　　システムです。空気汚染がなく、CO2（二酸化炭素）や温室効果

　　　　　　　ガスの削減に役立っています。

公益財団法人ひょうご環境創造協会「太陽光発電相談指導センター」

☎０７８－３７１－６０００

こんな勧誘にご注意を！

太陽光発電システムに関する専門相談先（見積もりの内容や設置場所の状況判断など）

●「キャンペーン」などの話をして契約を急がせる

●「ただ（無料）」で設置できるような説明

●「電気が売れる」などお得感を過剰に強調
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◎市・県民税（普通徴収分）

　第２期分

◎国民健康保険税（普通徴収分）

　第２期分

◎納期限　９月２日 (月 )

◎納付場所　近くの金融機関・郵

便局・コンビニエンスストア、会

計課・各総合支所地域振興課

※納付には便利な口座振替をご利

  用ください。申込みは税務課又

  は各総合支所地域振興課、金融

  機関・郵便局へ。

▼税務課（☎64-3144）

◎期別　　第２期　

◎納期限　９月２日（月）

◎納付場所　近くの金融機関・郵

便局・コンビニエンスストア・会

計課・各総合支所の窓口

※便利な口座振替もご利用くださ

　い。（金融機関・郵便局でも手

　続きできます。通帳と銀行届出

　印をご持参ください。）

▼高年福祉課（☎64-3155）

　　　　　○新市民福祉課（☎75-0253）

　　　　　○揖市民福祉課（☎72-2523）

　　　　　○御市民福祉課（☎322-1451）

　公民館サークル（新宮俳句会・

レモンスター倶楽部）、名朗会（小

物）、越部小学校児童の作品を展

示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

　揖保川公民館高齢者教室あすな

ろ学園川柳教室生と自主サークル

絵手紙教室「さくら組」の皆さん

の作品を展示します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

　神部幼稚園５歳児の絵画を展示

します。

▼○御地域振興課(☎322-1001）

龍野図書館（☎62-0469）

えほんのじかん

（０～３歳児、保護者）

　14日(土)11時～11時20分

 『おおきなかぶ』ほか

読書会（一般）

　13日(金)10時～11時30分

 『光線』村田 喜代子 著

こどもの本を読む会

　12日(木)10時～11時30分

 『奇蹟の画家』後藤 正治 著

新宮図書館（☎75-3332）

えほんのじかん

（２～４歳児、保護者）

　９日(月)11時～11時20分

 『よういどん』ほか

おはなしのじかん（５歳児～）

　７日(土)・14日(土)・21日(土)・

  28日(土)11時～11時30分

 「かしこいモリー」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん

（３～５歳児、保護者）

　14日(土)・21日(土)10時30分～

  10時50分

 『もりのなか』ほか

おはなしのじかん（小学生以上～)

　14日(土)・21日(土)11時～11時

  30分

 「三びきのやぎのがらがらどん」

　ほか

読書会（一般）

　20日(金)10時～12時

 「向椿山」『武家用心集』より    

  乙川 優三郎 著

御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん

（０歳児～、保護者）

　８日(日)・15日(日)11時～11時

  20分

 『ちいさなヒッポ』ほか

読書会（一般）

　３日(火)13時30分～15時30分

 『阪急電車』有川 浩 著図書館からのお知らせ

〈９月の催し〉

「ふれあい橋

ギャラリー」

９月の展示

「ギャラリー・

るーぷらいん丸」

９月の展示

ふれあいこみち

（ＪＲ播磨新宮駅舎）

９月の展示

今月の市税

今月の介護保険料（普通徴収分）

９月の休日・夜間水道当番

（緊急時のみ）

<揖保川地域>

（有）長田設備工業  （☎72-2469）

<御津地域>

１日～10日 　　ミツバ商事（株）

　　　　　　 昼間（☎322-1245）

 　　　　　　夜間（☎322-2485）

11日～20日　　　　 増本商店

　　　　　　　　（☎322-0129）

21日～30日　　　勝間設備（株）

　　　　　　 昼間（☎322-2488）

 　　　　　　夜間（☎322-1355）

御 津 町 岩 見

揖保川町神戸北山

御 津 町 黒 崎

御 津 町 中 島

6/22

7/6

7/10

7/18

89

86

100

103

※７月16日～７月31日届出分で、掲載

　に同意を得ている方々です。

岡村みつゑ

長田　慶三

　田たつゑ

高尾　シン


