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◎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。

　図書館事務補佐（司書）を行う

臨時職員を募集します。

◎募集条件　司書資格（取得見込

みも可）を有し、パソコン操作が

できる人で普通自動車免許証を

持っている人

◎雇用期間　４月９日(水)～９月

30日(火)(休日は火・祝日)更新あり

◎勤務時間　９時15分～18時

◎勤務場所　市内図書館

◎募集人数　２名

◎賃金等　日額6,350円（別途交

通費支給あり）

◎応募方法　履歴書に写真を貼付

し市内図書館に持参又は郵送。後

日、面接日を連絡します。

◎応募期限　３月10日(月)

▼社会教育課（☎64-3180）

　アマチュア音楽グループによる

気軽にライブ音楽を楽しむイベン

トを開催します。

◎とき　３月８日(土)18時30分～

◎ところ　赤とんぼ文化ホール大

ホールロビー

◎入場料　無料

◎出演バンド　ヘルマンハープア

ンサンブル（ハープ)、音楽グルー

プ「結」(童謡＆ポピュラーソング)

▼赤とんぼ文化ホール（☎63-1888)

　市内の小学生から25歳までの青

少年が日頃の生活の中で思ってい

ること、気づいたこと等を主張

（弁論・発表）します。青少年た

ちの考え方や希望をぜひお聞きく

ださい。

◎とき　３月２日(日)13時30分～15時

◎ところ　赤とんぼ文化ホール中

ホール

◎主催　市青少年健全育成協議会

▼社会教育課（☎64-3180）

　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

イベント

サタデーナイト
ロビーコンサートvol.46

「子育てつどいの広場」
イベント情報

第３回 青少年 未来を語る

講演「子どもの病気への対応」

◎とき　３月６日(木)13時30分～

◎ところ  はつらつセンター２階

◎講師　八木 次朗 氏（八木小

児科医師）

◎申込期限　３月５日(水)

▼龍野子育てつどいの広場

(☎62-9255）

「寄せ植え教室」

◎とき　３月12日(水)10時～

◎ところ  揖保川公民館２階

◎講師　安原 順子 氏（女性農

業士）

◎参加費　2,000円　

◎申込期限　３月５日(水)

▼揖保川子育てつどいの広場

(☎72-6577）

「小学生グループによる人形劇」

◎とき　３月25日(火)10時30分～

◎ところ  御津総合支所２階

◎内容　子ども生き活きクラブ

「つくしんぼ」による人形劇

▼御津子育てつどいの広場

(☎322-2208）

「わくわくワイワイまつり」

◎とき　３月26日(水)11時～

◎ところ　新宮総合支所芝生広場

◎内容　親子フリーマーケット

▼新宮子育てつどいの広場

(☎75-2435)

「３月の絵本の読み聞かせ」

各つどいの広場で行います。

新宮：４日(火)10時30分～

御津：18日(火)10時～

揖保川：19日(水)11時～

龍野：28日(金)11時～

「子育て夢応援」

専門家による子育て相談です。

◎とき　３月３日(月)10時～12時

◎ところ　はつらつセンター

※予約制。各広場へ申込み

募 集

「楽・得 介護塾」参加者を募集

◎とき　４月19日(土)

ライフエンディングを考える

御津在宅介護支援センター

(☎324-0767）

◎とき　４月18日(金)

介護者の負担（ストレス）軽減

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

図書館の臨時職員を募集

揖保川在宅介護支援センター

(☎72-6600）

◎とき　４月３日(木)

桜の中之島クルーズと昼食会

西はりまグリーンホームケアセン

ター（☎63-3101）
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の写しを健康課へ提出

◎応募期限　３月20日(木)

▼健康課（☎63-2112）

　趣味・技能・教養を身につける

各種講座を開講します。

◎募集講座（募集人数）　陶芸講

座(20名)・木彫講座(20名)・ダ

ンス講座(25名)・革細工講座(10

名)・ヨガ講座(20名)・短歌講座

(10名）※先着順

◎対象者　60歳以上の市民

◎受講期間　平成26年４月から２

年間

◎受講料　無料（教材費は負担)

◎申込期間　３月17日(月)～28日

(金)

◎申込先　生きがいセンター（電

話可☎63-4980)

◎とき　４月９日(水)・10日(木)

両日10時～17時

◎ところ　龍野経済交流センター

２階会議所ホール

◎内容　【１日目】ビジネス知識

や仕事の心構え

【２日目】 接遇応対

◎受講料　10,000円（龍野商工会

議所会員6,000円）

◎申込・問い合わせ先　龍野商工

会議所（☎63-4141)

※龍野商工会議所ホームページで

　も受付中

　活気が失われた現場を海外の視

察団も絶賛する最強のチームへと

変革した㈱JR東日本テクノハート

TESSEIおもてなし創造部長、矢

部 輝夫 氏が、やる気を持たせる

チームマネジメントについて語り

ます。

◎とき　３月12日(水)14時～15時

30分

◎ところ　龍野経済交流センター

２階セミナー室

◎演題　「世界一の現場力はどう

　近年、訪問販売や架空請求など

の悪質商法による被害や食品の安

全性、環境問題等、消費者の生活

に不利益・不安をもたらす問題が

後を絶ちません。

　このような問題に対し各種研修

会等で学習し、地域の消費者リー

ダーとして活動していただく消費

生活モニターを募集しています。

◎任期　平成26年４月１日～平成

28年３月31日（２年間）

◎対象者　消費者問題に関心のあ

る市内在住の20歳以上の方

◎活動内容　研修会・講演会での

消費者問題の学習と地域での啓発等

◎募集人数　30名

◎募集期限　３月７日(金)

◎申込方法　所定の申込用紙（な

んでも相談課、各総合支所ロビー

に設置）に記入し、なんでも相談

課へ提出（郵送可）

▼なんでも相談課（☎64-3250）

　健康づくりに関する「第２次健

康増進計画・食育推進計画（平成

26年度～平成30年度)」の素案が

まとまりましたので、意見を募集

しています。

◎募集期限　３月11日(火)

◎意見を提出できる方　市内在住

又は在勤、在学の方。市内に事務

所、事業所を有する方。市税の納

税義務を有する方。意見の対象案

件に利害関係のある方

◎閲覧場所　健康課、各保健セン

ター

※市ホームページにも掲載

◎意見の提出方法　健康課、各保

健センターに設置又は市ホーム

ページ掲載の意見書様式に記入

し、持参又は郵送（当日消印有

効)、ファクシミリ、電子メール

で提出

◎提出先　健康課（〒679-4167 龍

野町富永410-2はつらつセンター

内☎63-2112 FAX63-2122）

　イトカワ粒子の分析など、第一

線で活躍するSPring-8の若手研究

者が、隕石の研究から見えてきた

次世代エコカーや記憶媒体などの

未来について語ります。簡単な実

験もします。

◎とき　３月16日(日)10時30分～12時

◎ところ　新宮図書館

◎講師　小嗣 真人 氏（公益財団

法人 高輝度光科学研究センター)

◎対象者　中学生以上の方

◎募集人数　40名（先着順）

◎申込先　新宮図書館（☎75-

3332）

　わらべうたには、子どもが健や

かに育つための大切な要素がたく

さん詰まっています。親子でわら

べうたを楽しみましょう。おじい

ちゃん・おばあちゃんやボラン

ティアの方を対象にした講座もあ

ります。

◎とき　①３月７日(金)②３月14日(金)

どちらも10時～11時30分

◎ところ　御津図書館２階研修室

◎講師　稲田 尚子 氏（芦屋学園

短期大学非常勤講師）

◎対象者　①０～２歳児とその保

護者  ②一般

◎定員　①15組(先着順)②30名(先着順)

◎申込先　御津図書館（電話可☎
322-1007）

◎募集職種　保健師、正看護師、

助産師、保育士、歯科衛生士

◎職務内容　健康増進や母子保健

事業等に携わる業務

◎勤務日・時間　月～金曜日８時

30分～17時15分のうち指定日時

(月に数回程度）

◎勤務場所　はつらつセンター、

各保健センター

◎賃金　日額制（職種によって異

なります）

◎応募方法　履歴書と資格証明書

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

在宅保健師等を募集

新入社員研修 受講生を募集

経営トップセミナー２

生きがいセンター
平成26年度講座受講生を募集

「たつの市第２次健康増進計画・
食育推進計画(案)」意見を募集

市消費生活モニターを募集 新宮図書館講演会
顕微鏡から見える未来

わらべうた講座
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生まれたか～新幹線お掃除天使た

ち誕生の軌跡～」

◎定員 40名（先着順）

◎受講料 1,000円

◎申込先　龍野商工会議所（☎63

-4141）

　毎月インターネット上の回答専

用フォームからアンケートに答え

ていただくモニターを募集してい

ます。地域活動・経済情勢等の意

見をお聞かせください。

◎任期　平成26年４月１日～平成

27年３月31日

◎応募条件　龍野商工会議所会員

事業所に勤務又は市内在住で、イ

ンターネットと電子メール環境の

ある方

◎謝礼　年間８割以上回答された

方にお礼を予定

◎登録方法　龍野商工会議所ホー

ムページからお申込みください。

登録料は無料

◎登録期限　３月20日(木)

※モニター決定は３月28日(金)ま

　でにメールで連絡します。

▼龍野商工会議所(☎63-4141)

◎とき

【学科コース】４月９日(水)～７

月４日(金)19時～21時

【製図コース】７月８日(火)～９

月12日(金)19時～21時

◎ところ　姫路労働会館

◎受講料　全コースで85,000円程

度

▼兵庫土建姫路支部（☎079-224-

7743)

２級建築士講習会受講生を募集

龍野商工会議所
ネットモニターを募集

平成26年度　たつのあいあい塾受講生を募集

月日 演題 部門 講師名 備考

４月19日 たつの（西播磨）のきのこ Ａ 平山　吉澄 兵庫きのこグループ

５月17日 くぎ煮 Ｂ 白山　慶三 ㈱炭屋会長

６月14日
淡口しょうゆってすごい（※第２
土曜日）

Ｂ 新居早也佳 ㈱ヒガシマル醤油研究所

７月19日
揖保川の鮎 ―鮎のつかみ取り―
天然鮎と養殖鮎の味の違い

Ａ 下村　恭史
揖保川漁業協同組合　あゆ赤ちゃん
センター場長

８月16日 情報とのつきあいかた Ｃ 石野　福弥 元NTT研究所所長、一橋大学教授

９月20日 記録映像が語るもの Ｃ 名村　一義 映像クリエーター

10月11日 鶏籠山と龍野古城（※第２土曜日) Ａ 金治　愼一 霞城文化自然保勝会

11月15日
三木清、人と思想―特にその宗教
性について

Ａ 室井美千博 三木清研究会事務局長

12月20日
農業生産への農薬のかかわりにつ
いて

Ｂ 山下　賢次 クミアイ化学龍野工場長

１月17日 表具のよしあし Ｃ 前田　　勉 前田表具店

２月14日 豆腐について（※第２土曜日） Ｃ 柴原　淳一 ㈲柴原商店社長

３月14日
ダイカストについて（※第２土曜
日)

Ｂ
赤松　高吉
西村　秀一

㈱日伸電工代表取締役
㈱日伸電工取締役

◎講座日　第３土曜日15時～17時（※変更あり)

◎ところ　揖保川公民館(テーマにより会場が変わる場合あり)

◎講座内容

　A部門：「たつのを知る」自然科学・歴史・文化・産業などあらゆる分野、角度からたつの市を探求する。

　B部門：「たつのの日本に誇る技術」たつの市内の企業が持っている高い技術を分かりやすく提供してもらう。

　C部門：「たつのの人材発掘」たつの市内のかくれた知識、新しい技術などを持つ多才な人材を発掘する。

◎対象者　市内在住又は在勤の方

◎募集期間　講座開催日ごとに随時受付

◎受講料　無料。初回のみ登録料(通信・資料経費)として1,000円必要　 ▼揖保川公民館（☎72-2412)

※講師の都合により日時・講座名が変更する場合があります。

※毎月25日発行の「広報たつのお知らせ版」に翌月の開催案内を掲載します。
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月日 実施場所 実施時間

４
月
２
日(

水)

　
新
宮(

西
栗
栖
・
東
栗
栖
・
越
部
の
一
部)

田幸公民館 9:00～9:05

栗町公民館 9:10～9:15

下鍛冶屋公民館 9:20～9:25

旧兵庫西農協西栗栖支店前 9:30～9:35

西栗栖コミュニティセンター 9:40～9:45

旧牧公民館 9:50～10:00

牧(勝願寺) 10:05～10:10

奥小屋自治会館 10:15～10:20

沢ノ口公民館 10:25～10:30

時重公民館※ 10:35～10:40

下莇原公民館 10:45～10:50

上莇原集落センター 10:55～11:00

角亀公民館 11:05～11:10

本覚寺北側三叉路※ 11:15～11:20

光都21集会所 11:25～11:30

千本公会堂 12:50～13:00

金井公民館※ 13:05～13:15

福栖集会所 13:20～13:25

能地公民館 13:30～13:35

平野公民館 13:40～13:50

大屋公民館 13:55～14:00

善定公民館 14:05～14:10

芝田自治会館 14:20～14:25

市野保公会堂 14:30～14:35

馬立構造改善センター 14:40～14:45

越部コミュニティセンター 14:50～14:55

亀山会館 15:00～15:10

月日 実施場所 実施時間

４
月
３
日(

木)

　
新
宮(

香
島
・
新
宮
・
越
部
の
一
部)

旧宮内公民館 8:50～8:55

下野電車道(北詰) 9:00～9:10

吉島公民館 9:15～9:20

旧兵庫西農協香島支店前 9:25～9:30

香山南公民館 9:35～9:40

篠首(長谷川繁樹様宅前) 9:45～9:50

篠首消防車庫前 9:55～10:00

篠首(大裏良男様宅前) 10:05～10:10

香山北公民館 10:15～10:20

香山(平見バス停前) 10:25～10:30

上笹(谷郷商店前) 10:35～10:40

上笹老人憩いの家 10:45～10:50

上笹１区自治会館 10:55～11:00

上笹２区公民館 11:05～11:10

旧下笹公会堂 11:15～11:20

下笹鹿子巡回バス停前 11:25～11:30

下野公民館 11:35～11:45

東町(川東)集会所 11:50～11:55

曽我井集会所 12:00～12:05

新宮自治会館 12:10～12:20

西町(鳳クリーニング店前) 13:20～13:30

砂子(横田洋装店前) 13:35～13:40

段之上集会所(北) 13:45～13:50

段之上会館 13:55～14:00

井野原公民館 14:05～14:10

北村公民館 14:15～14:20

船渡(内海医院前) 14:25～14:30

月日 実施場所 実施時間

４
月
３
日(

木)

觜崎(コウセイ運輸前) 14:35～14:40

觜崎(明源寺前) 14:45～14:50

佐野公民館 14:55～15:00

仙正消防車庫前 15:05～15:10

４
月
４
日(

金)

　
揖
西
の
一
部
・
揖
保
川(

半
田
・
神
部)

揖保川総合支所北側駐車場 8:45～8:55

半田集会所 9:05～9:10

町屋公民館 9:15～9:20

野田公民館 9:25～9:30

養久公民館 9:35～9:40

新在家公民館 9:45～9:50

ベルタウン公民館 9:55～10:00

ハイタウンさくら公園 10:05～10:15

本條自治会館 10:20～10:25

二塚公民館 10:30～10:35

龍子構造改善センター 10:40～10:45

南山公園※ 10:50～11:00

土師公民館 11:05～11:15

大陣原(福本様宅前祠) 11:20～11:25

旧大門公民館 11:35～11:40

原公民館 11:45～11:50

黍田公民館 12:50～12:55

山津屋公民館前交差点南側 13:00～13:05

揖保川中学校東門 13:10～13:15

正條公民館 13:20～13:25

竜野駅ふれあい橋下 13:30～13:35

片島公民館 13:40～13:50

青葉台南入り口 13:55～14:00

犬の飼い主には、飼い犬の登録と年１回の狂犬病予防注射が、法律で義務付けられています。

６月末までに、動物病院で飼い犬に狂犬病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、下記のとおり集合注射を実施

しますので利用してください。

◎対  象　…　生後91日以上の飼い犬

◎料　金　…　新規登録の犬は、１頭につき6,200円（手数料3,550円を含む。)

　　　　　　  登録済みの犬は、１頭につき3,200円（手数料550円を含む。）

　　　　　　 （戸別訪問…１戸につき1,000円　希望される方は事前に申込みをしてください。）

　登録済みの犬の場合は、市から郵送する通知書を必ず持参してください。

　狂犬病予防注射を受けたものの、鑑札や注射済票（金属製の標識）の交付を受けていない場合は、獣医

師が発行した注射済証と手数料を、環境課か各総合支所市民福祉課へ持参して交付を受けてください。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ▼環境課（☎64-3150)

※の箇所は昨年度と実施場所が変更になっています。注意してください。

飼い犬に狂犬病予防注射を

平成26年度狂犬病予防集合注射日程表
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月日 実施場所 実施時間

４
月
４
日(

金)

ひばりヶ丘公民館 14:05～14:15

神戸山公民館 14:20～14:25

神戸北山公民館 14:30～14:35

春日丘入り口 14:40～14:45

揖保川公民館 14:50～15:00

４
月
７
日(

月)

　
揖
保
川(

河
内)

・
御
津

馬場地域農業推進拠点施設 8:50～8:55

金剛山公民館 9:00～9:05

浦部公民館 9:10～9:15

大久保公民館 9:20～9:25

上袋尻自治会館 9:30～9:35

袋尻公民館 9:40～9:45

市場公民館 9:50～9:55

中島(揖保石見神社前) 10:10～10:15

中島公民館 10:20～10:25

山王公園前※ 10:30～10:35

苅屋(亀八寿し前) 10:40～10:45

苅屋公民館 10:50～10:55

新町公民館 11:00～11:05

朝臣(大年神社前) 11:10～11:15

栄町公民館前 11:20～11:25

旧碇岩東口バス停前 11:30～11:35

碇岩公民館 11:40～11:45

片(政源寺前) 11:50～12:00

稲富仁王門前 12:05～12:10

伊津公民館 12:15～12:20

岩見港公民館 12:25～12:30

大浦公民館 13:45～13:50

室津出張所 14:00～14:15

加家公民館 14:35～14:40

西釜屋公民館 14:45～14:50

新舞子東浜松林前 14:55～15:00

黒崎池ノ上公園下 15:05～15:10

黒崎公民館 15:15～15:20

釜屋南バス停前 15:25～15:30

御津総合支所 15:35～15:45

４
月
８
日(

火)

三坂神社前 8:45～8:55

北龍野(建速神社) 9:00～9:05

善龍寺前 9:10～9:15

水神社前 9:20～9:25

龍野保育所前 9:30～9:40

龍野図書館駐車場 9:45～9:55

月日 実施場所 実施時間

４
月
８
日(

火)

　
龍
野
・
揖
西
の
一
部

粒坐神社前 10:00～10:05

龍野西中前信号北側 10:10～10:20

小神倶楽部 10:25～10:30

みどり野公民館 10:35～10:45

井関三神社前 10:50～11:00

中垣内(揖龍介護支援センター前) 11:05～11:15

新宮公民館 11:20～11:30

東村公民館 11:35～11:40

小犬丸構造改善センター 11:45～11:50

小犬丸ウルスベ 11:55～12:00

長尾構造改善センター 12:05～12:15

竹原公民館 12:20～12:25

小畑構造改善センター 13:25～13:35

尾崎公民館 13:40～13:45

北沢公民館 13:50～13:55

住吉構造改善センター 14:00～14:05

竹万構造改善センター 14:10～14:15

構(荒神社) 14:20～14:25

北山公民館 14:30～14:40

前地公民館 14:45～14:50

清水(新柳橋東詰)※ 14:55～15:00

佐江公民館 15:05～15:10

清水新公民館 15:15～15:20

４
月
９
日(

水)

　
小
宅
の
一
部
・
揖
保
・
誉
田

富永３丁目公民館 8:45～8:55

富永１丁目公民館 9:00～9:05

富永４丁目ポケット公園※ 9:10～9:15

四箇公民館 9:20～9:25

四箇(石原設計事務所前) 9:30～9:40

大道公民館 9:45～9:50

新山下公民館※ 9:55～10:05

中臣公民館 10:10～10:20

中臣みこし蔵前 10:25～10:30

揖保上公民館 10:35～10:40

揖保中公民館 10:45～10:50

今市公民館 10:55～11:00

新東用公民館 11:05～11:10

真砂公民館 11:15～11:25

兵庫西農協揖保支店南駐車場 11:30～11:40

門前公民館 11:45～11:50

松原総合隣保館 11:55～12:10

広山公民館 13:20～13:30

月日 実施場所 実施時間

４
月
９
日(

水)
　
小
宅
の
一
部
・
揖
保
・
誉
田

高駄公民館 13:35～13:40

長真(荒神社前) 13:45～13:50

上沖公民館 13:55～14:00

中臣桜ヶ坪 14:05～14:10

下沖公民館 14:15～14:20

井上公民館 14:25～14:30

片吹公民館 14:35～14:40

福田公民館 14:45～14:55

上福田公民館 15:00～15:05

内山公民館 15:10～15:15

誉橋東詰 15:20～15:25

４
月
10
日(

木)

　
小
宅
の
一
部
・
神
岡

追分共同集荷所 8:50～9:00

野部公民館 9:05～9:10

田中構造改善センター 9:15～9:20

東鳥井(田村様宅東側三角地) 9:25～9:30

東田中公民館 9:35～9:40

寄井構造改善センター 9:45～9:50

入野構造改善センター 9:55～10:05

沢田(南)公民館 10:10～10:20

沢田(北)集会所 10:25～10:30

沢田(北)宮垣内 10:35～10:40

大住寺旧クラブ跡地 10:45～10:50

奥村公民館 10:55～11:00

兵庫西農協神岡支店 11:05～11:15

西鳥井構造改善センター※ 11:20～11:25

上横内構造改善センター 11:30～11:35

大源寺公民館 11:40～11:45

東觜崎公民館 11:50～11:55

小那田公民館 12:00～12:05

島田(北児童公園前) 13:05～13:10

島田公民館 13:15～13:25

日飼公民館 13:30～13:40

上富永(三木製材所西側) 13:45～13:50

片山(小宅寺鳥居前) 13:55～14:10

中井公民館 14:15～14:25

中井奥垣内公民館 14:30～14:40

宮川町公園前 14:45～14:50

中村(小谷様工場前) 14:55～15:05

宮脇公民館 15:10～15:15

堂本旧クラブ 15:20～15:25

小宅公民館 15:30～15:35
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◎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）

◎とき ３月15日(土)９時～17

時、16日(日)９時～15時

◎ところ　御津公民館ホール

◎主催　市花と緑の協会御津支部

▼○御 地域振興課（☎322-1001）

　市民と市職員が、１年間取り組

んできたまちづくりの活動や成果

を発表します。

◎とき　３月21日(金・祝)10時～

◎ところ　はつらつセンター３階

多目的ホール

◎「グループ名」活動内容

▽「いりの竹取物語」放置竹林の

　整備と竹の有効活用

▽「トリタツ」フォトコンテストと

　スマートフォン用アプリの開発

▽「たつの介護福祉ねっと.」介護

　フォーラム開催と市の介護力アップ

▼総務課（☎64-3142）

　相談は予約制です。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　４月24日(木)10時～15時

◎ところ　市役所分庁舎２階第５

会議室

◎相談員　姫路年金事務所職員

◎受付期間　３月24日(月)～４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。

　市役所や水道局から来たと偽っ

て訪問し、水質検査をして浄水器

や水を売りつけたり、水道管を高

額で清掃する悪質な点検商法が市

内で発生しています。市では、そ

のようなことはしておらず、業者

に委託もしていません。強引に家

に入り込んでくることもあります

ので、ご注意ください。不審に

思ったら下記へお問い合わせくだ

さい。

▼水道事業所（☎64-3173)、西播

磨水道企業団（☎0791-22-8312)、

播磨高原広域事務組合上下水道事

業所（☎0791-58-0001）

　たつの市でもインフルエンザが

はやっています。予防のために、

こまめに手洗い・うがいをしま

しょう。また、規則正しい生活・

バランスのよい食事で体の免疫力

を高めましょう。

▼健康課（☎63-2112）

　教育委員会では、市内各小・中

学校の通学区域（校区）を設定

し、児童・生徒の就学すべき学校

を住民票に基づき指定しています。

　ただし、①地理的理由②身体的

理由③教育的配慮による理由④家

庭・住居による理由など特別な理

由がある場合は、保護者の申立に

より就学する学校の変更が認めら

れる場合があります。

　詳しくは、学校教育課にご相談

ください。

▼学校教育課（☎64-3179）

◎とき　３月11日(火)10時～11時

30分、12時30分～15時30分

◎ところ　新宮公民館

◎共催　ハリマ新宮ライオンズクラブ

▼健康課（☎63-2112) 

　黒田官兵衛ゆかりの品や同時代

の歴史資料などを紹介します。

◎とき　３月21日(金・祝)～５月

６日(火・休)10時～17時（入館は

◎とき　３月13日(木)10時～12時　

◎ところ　誉田公民館和室、揖保

川公民館和室

◎相談員　身体障害者相談員

◎対象者　市内在住の身体障害の

ある方又はその家族

※事前予約は不要。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）

　就職を希望する障害のある方を

対象に、就職の相談・活動支援の

個別相談会を開催します。

◎とき　３月19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　３月12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　３月26日(水)13時30分～

15時10分

◎ところ　揖龍広域センター

◎対象者　市内在住の方

◎相談内容　認知症の症状・治療

等医療に関する相談など

◎定員　１日３名（１人30分)

※完全予約制

◎費用　無料

障害者就労相談会

「もの忘れ相談」(専門医療相談)

姫路年金事務所出張年金相談

悪質な点検商法にご注意を

御津盆栽展

インフルエンザにご注意を

就学指定校の変更について

献血にご協力を(400mlのみ)

たつのまちづくり塾
実践活動発表会

2014年NHK大河ドラマ特別展
「軍師官兵衛」

身体障害者相談

お知らせ
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16時30分まで）

※月曜休館（４月28日、５月５日

  は開館）

◎ところ　県立歴史博物館（姫路

市本町68）

◎観覧料　大人:1,200円、大学

生:900円、高校生:600円、小・中

学生無料

※20人以上は団体割引あり

▼県立歴史博物館（☎079-288-90

11)

　平成26年度の学生を募集しま

す。本学は、ラジオ放送を聴いて

感想文を提出することが学習の基

本です。教材としてテキストを毎

月１回発行し、年数回のスクーリ

ングなどを通して学生相互の交流

を図ります。

◎対象者　50歳以上で県内在住の方

◎募集人数　500名（先着順)

◎経費　年間6,000円（テキスト

代含む)

◎放送　ラジオ関西（558kHz）毎

週土曜・朝６時半～７時

◎学習期間　１年間

◎申込期限　４月11日(金)

◎申込・問い合わせ先　ひょうご

ラジオカレッジ（〒675-0188加

古川市平岡町新在家902-3☎079-

424-3343)

◎とき　３月８日(土)９時～14時

◎ところ　テクノ芝生公園東屋集合

◎コース　三坂神社→的場山→揖

西町菖蒲谷森林公園（約11km健脚

コース）

◎持ち物　タオル・お茶・弁当等

※適切な服装でご参加ください。

◎申込・問い合わせ先　県国際

交流協会テクノ日本語教室 植田

（☎0791-58-1755(18時～21時))

　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15日(土)19時～21時

◎ところ　揖保川公民館

◎演題　「日本の医療制度のしくみ」

◎講師　樺山 たみ子 氏（学校法

人 日本赤十字学園）

▼揖保川公民館（☎72-2412)

※２月５日時点の登録品です。

◎譲りたい品物

一輪車（14～16インチ)、木製ハ

ンガー、折りたたみ式パイプベッ

ド（すのこタイプ)、食器棚

◎譲ってほしい品物

まあや保育園の体操服上下（90cm

～)・スモック（２歳児用)、半田

小学校男児制服上下、ミシン（足

踏み式、卓上)、クーハン（ベ

ビーキャリー)、籐のイス、補助

輪付男児用自転車、バウンサー、

第一仏光保育園制服・カバン・帽

子、ジュニアシート

▼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　３月12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１階相談

室

▼人権推進課（64-3151)

▼たつの市消費生活センター（なんでも相談課☎64-3250）

家庭不用品交換情報コーナー

テクテクテクノ・歩こう会

通常の使用をしていた場合

★日照などによる畳やクロスの変色

★壁にはったポスターや絵画の跡、ピンの跡

★家具などのへこみや設置あと

借主の故意・過失によって生じた汚れやキズ

★借主が結露を放置し、拡大したカビやシミ

★タバコによる畳の焼け焦げ

★引っ越し作業等で生じたキズ

ひょうごラジオカレッジ
(県高齢者放送大学)学生を募集

あいあい塾

人権相談

消費生活豆知識
ＰＯＩＮＴ

民間賃貸住宅の「原状回復って！？」

原状回復とは…賃貸住宅の借主が通常の使用を超えた

　　　　　　 「故意」や「過失」などによって生じた、

              破損やキズなどを復旧することです。

※通常の使用による自然損耗（経年劣化）は家主負担と

  なります。

貸主負担 借主負担

（参考）原状回復ガイドライン（国土交通省再改訂版）



8 広報たつの２月号

〈龍野〉

◎とき　３月11日(火)９時30分～

11時30分

◎ところ　なんでも相談課

〈新宮〉

◎とき　３月13日(木)13時～15時

◎ところ　新宮総合支所ロビー

〈揖保川〉

◎とき　３月18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（普通徴収分）

　第８期分

◎納期限　２月28日(金)

◎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。

※市役所窓口で、キャッシュカー

  ドで口座振替の申込みができま

  す。詳細は税務課へ。

▼税務課（☎64-3144）

　公民館サークル（絵手紙、洋

裁リフォーム、陶芸)、芳野俊通

（陶板)、東栗栖幼稚園児の作品

を展示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

　半田・神部・河内幼稚園児の作

品を展示します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

　市内の風景やイベントを紹介す

る写真を展示します。

▼○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）

　８日(土)・15日(土)11時～11時

  20分

 『おおきなかぶ』ほか

読書会（一般）

　14日(金)10時～11時30分

 『ステップ』重松 清 著

こどもの本を読む会

　13日(木)10時～11時30分

 『ふくろう物語』

  モーリー・バケット 著

新宮図書館（☎75-3332）

えほんのじかん

（２～４歳児、保護者）

　10日(月)・24日(月)11時～11時

  20分

 『サンドイッチ　サンドイッチ』

おはなしのじかん（５歳児～）

　１日(土)・８日(土)・15日(土)・

  22日(土)・29日(土) 11時～11時

  30分

 『くんちゃんのはじめてのがっ

  こう』ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん

（３～５歳児、保護者）

　８日(土)・15日(土)10時30分～

　10時50分

 『きょうのおべんとうなんだろ

  な』ほか

おはなしのじかん（小学生以上）

　８日(土)・15日(土)11時～11時

　30分

 『田の久』ほか

読書会（一般）

  14日(金)10時～12時   

 『犠牲』柳田 邦男 著

　御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児～、保護者)　

　９日(日)・16日(日)11時～11時

  20分

 『いたずらきかんしゃちゅうちゅ

  う』ほか

読書会（一般）

  11日(火)13時30分～15時30分

 『漂砂のうたう』木内 昇 著

図書館からのお知らせ

〈３月の催し〉

「ふれあい橋

ギャラリー」

３月の展示

「ギャラリー・

るーぷらいん丸」

３月の展示

ふれあいこみち

（ＪＲ播磨新宮駅舎）

３月の展示

３月の行政相談

今月の市税

３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～31日　勝間設備（株）

                    昼間 （☎322-2488）

                    夜間 （☎322-1355）

新宮町井野原

御 津 町 苅 屋

揖 保 町 真 砂

揖保川町正條

新 宮 町 上 笹

揖 保 町 中 臣

揖保町揖保中

新宮町中野庄

御 津 町 室 津

1/9

1/11

1/14

1/15

1/15

1/17

1/18

1/20

1/26

84

96

104

91

54

80

85

92

63

※１月16日～１月31日届出分で、掲載

　に同意を得ている方々です。

横田　初美

北川　　正

井口　君子

豊田惠美子

松浦　勇人

木村　芳子

柴原　秀紀

岸本　冨子

大澤　政幸


