
　新宮地区で、丹精こめて育てた

花壇を公開します。

◎とき　４月13日(日)～20日(日)

◎出展花壇（場所）

△

ささの庭・花ゆらり（下笹834-1)

△

ちづちゃんの花園（上笹1189)

△

ミセス・ヨーロピアンガーデン

　はしもと（上笹694）

△

杜のガーデン（篠首2181-1)

△

ガーデン苅尾（善定383-1)

◎無料巡回バス　４月13日(日)と

20日(日)は、JR播磨新宮駅から各

花壇を巡る無料バスを運行しま

す。10時頃から15時頃まで、約30

分間で運行。ぜひ、姫新線でお越

しください。

※期間以外も花壇は公開されてい

　ます。詳しくは各花壇へお問い

　合わせください。

▼町並み対策課（☎64-3167）

　管楽器による子ども向けの音楽

コンサートを開催します。

◎とき　４月19日(土)13時30分～

14時30分

◎ところ　アクアホール１階リ

ハーサル室（揖保川町）

※13時20分までにホールロビーに

　集合

◎出演　リベリュール クインテット

◎内容　お話と音楽の調べ「ヘン

ゼルとグレーテル」、宮崎駿メド

レー、アンパンマンマーチ ほか

◎対象者　小学生以上

◎定員　50名（先着順）

◎申込方法　参加申込書を揖保川

図書館へ提出（電話可）

▼揖保川図書館（☎72-7666）

お知らせ版お知らせ版
広報たつの 毎月10日・25日発行 ３

Ｎｏ．204

2014.3.25

　平成26年度の固定資産税・都市

計画税の基礎となる土地・家屋の

評価額等を記載した土地（家屋）

価格等縦覧帳簿が縦覧できます。

◎縦覧期間　４月１日(火)～６月

３日(火)８時30分～17時15分

（土・日曜日、祝日は除く）

◎縦覧場所　税務課資産税係、各

総合支所地域振興課

◎縦覧できる人　土地又は家屋を

所有する納税者もしくは納税者本

人から依頼を受けた代理人

◎持ち物　印鑑

※期間中は宅地等の評価額の基礎

　となる路線価も公開します。

▼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）

　

　家庭で井戸水を利用されている

方は、下水道の使用水量を家族の

人数と使用箇所により認定してい

ます。

　転入、転出等で家族の人数が変

更、リフォーム等で井戸水の使用

箇所が変更になった場合は、下水

道使用料が変わることがあります。

　また、新たに井戸水を使用、廃

止したときも届出が必要です。井

戸水等使用（変更・廃止）届を提

出してください。

▼下水道課（☎64-3168）

行 政 イベント

家庭で井戸水を
ご利用の方へ

揖保川図書館
ファミリーコンサート

固定資産の価格等の縦覧 オープンガーデンinたつの
「工作の日」

◎とき　４月１日(火)10時～

◎ところ  御津総合支所２階

◎内容　いろいろパンチポール

▼御津子育てつどいの広場

（☎322-2208）

「あそびの宝箱」

◎とき　４月17日(木)11時～

◎ところ  はつらつセンター２階

◎内容　ミニシアター・わらべ

うたなど

▼龍野子育てつどいの広場

（☎62-9255）

「子育て隊ぴゅあとあそぼう！」

◎とき　４月18日(金)10時30分～

◎ところ  新宮総合支所　 

▼新宮子育てつどいの広場

（☎75-2435）

「おはなしぷーさんとあそぼう！」

◎とき　４月18日(金)10時～

◎ところ　揖保川公民館ホール

◎内容　パネルシアター・人形

劇など

▼揖保川子育てつどいの広場

（☎72-6577）

「４月の絵本の読み聞かせ」

各つどいの広場で行います。

新宮：８日(火)10時30分～

揖保川：９日・23日(水)11時～

御津：15日(火)10時～

龍野：23日(水)11時～

「子育て夢相談」

専門家による子育て相談です。

◎とき　４月14日(月)10時～12時

◎ところ　新宮総合支所　

※予約制。各広場へ申込み

「子育てつどいの広場」
イベント情報



2 広報たつの３月号

角巾・手ふき・筆記用具　　　　

◎参加費　1,200円程度

★トマトでイタリアン料理体験

◎とき　４月26日(土)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

※予約のキャンセルは２日前まで

　受付します。

 体験学習室のご案内 瀬戸内の海

や島々の眺望も楽しめ、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）

◎受験資格

 A区分

昭和53年10月２日以降生まれで４

年制大学既卒の方、又は昭和54年

４月２日以降生まれで平成27年３

月までに卒業見込みの方

 B区分

昭和53年10月２日から平成８年10

月１日までに生まれた方でA区分

以外の方（平成27年３月までに高

等学校卒業見込みの人を除く）

※武道区分・情報処理・心理相談

　の特別選考枠もあります。

◎試験方法　教養試験、論文試験、

体格・体力検査、面接試験等

※申込書は、県内の各警察署窓口

　に設置しています。

◎募集人数　A区分 男性265名程

度、女性25名程度 B区分 男性30

名程度、女性５名程度

◎受付期限　４月18日(金)

◎第１次試験日　５月11日(日)

▼たつの警察署（☎63-0110)

　平成25年度生涯学習講座「カメ

ラ教室」修了生の写真展を開催し

ます。

◎とき　４月12日(土)～20日(日)

９時～16時（20日のみ12時まで）

◎ところ　県立先端科学技術支援

センター展示室

▼新宮公民館（☎75-0922）

　参加希望の方は、下記センター

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

◎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

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

くるみの会(若年性認知症交流会)
参加者を募集

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

県警察官を募集

募 集

揖保川在宅介護支援センター
(☎72-6600）
◎とき　５月29日(木)
調理実習「季節を感じる介護食」

ジュネスしんぐ在宅介護支援セン
ター（☎75-5228）
◎とき　５月22日(木)
篠山市「ガラス作り体験とお菓子
の里」

「楽・得 介護塾」参加者を募集

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

△

　若年性認知症の方とその家族が

気軽に集える場を提供していま

す。悩みを抱え込まずに、同じ仲

間や家族の方同士交流しません

か。秘密は厳守します。

◎とき　４月16日(水)13時30分～

15時

◎ところ　市福祉会館４階会議室

◎対象者　若年性認知症の方、家

族の方、介護事業所スタッフ等若

年性認知症に関心のある方

◎内容　同じ世代の方々との交

流、学習会など

◎参加費　１人150円

◎申込期限　４月15日(火)

◎申込・問い合わせ先　地域包括

支援センター（☎64-3197) 

★カルトナージュ体験

◎とき　４月12日(土)10時～12時

◎募集人数　20名（先着順）

◎持ち物　定規（小）・布切りば

さみ・ボンドの容器（プリンカッ

プ・トレーなど）・筆記用具　　　　

◎参加費　1,000円程度

★春の漁師料理体験

◎とき　４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

★たけのこ掘りと料理体験

◎とき　４月22日(火)９時30分～14時

◎募集人数　20名（先着順）

◎持ち物　軍手・エプロン・三

新宮カメラ教室 写真展

東山公園 山荘 小嵐

5,500円お一人様

パック
好評受付中

好評営業中

たつの市
国民宿舎

0791（75）0401

謝恩会にも

11:00～14:30（水曜定休）

歓送迎会
120分フリードリンク付き

看板・花束などのご注文も別途承ります。詳しくはお問い合わせください。

送迎・部屋代込み

春の出会いと旅立ちを、“ありがとう”の気持ちとともに
　志んぐ荘が素敵な時間をおもてなし
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国税職員を募集

揖保川スポーツセンター体操教室　受講生を募集

教室名 内容 対象者 定員 期間 曜日 時間 受講料

のびっこ体操教室Ⅰ トランポリン・跳び箱
・マット・平均台・鉄
棒・フラフープ・ボー
ルを使った運動遊び

４～６歳児
(年少・年長に
相当する幼児)

15名
4/16～6/18
全10回

水曜日
15:30～
　16:30

2,000円

のびっこ体操教室Ⅱ 15名
4/11～6/13
全10回

金曜日
15:30～
　16:30

2,000円

親子体操教室

トランポリン・跳び箱
・マット・平均台・鉄
棒・フラフープ・ボー
ルを使った運動や音楽
に合わせたダンスなど

２～４歳児と
その保護者

20組
4/17～6/19
全10回

木曜日
10:00～
　11:00

2,000円

健康レクリエーション教室　
第Ⅰ期

ストレッチ体操など 中・高年者 80名
4/11～6/13
全10回　　　

金曜日
10:00～
　11:00

2,000円

　平成26年度第１期体操教室の受講生を募集します。

◎ところ　揖保川スポーツセンター　

◎申込方法　△

のびっこ体操、親子体操　４月４日(金)14時まで窓口で受付。定員を越えた場合は、４月５日(土)

　　　　　　　　　　　　　９時に抽選△

健康レクリエーション教室　定員まで随時窓口で受付

◎申込・問い合わせ先　揖保川スポーツセンター（☎72-5567)

◎受験資格　

１　昭和59年４月２日～平成５年

４月１日生まれの方

２　平成５年４月２日以降生まれで、

①大学を卒業した方及び平成27年

３月までに大学を卒業する見込み

の方

②人事院が①と同等の資格がある

と認める方

◎試験種目　基礎能力試験、専門

試験（多肢選択式、記述式）

※大学卒業程度

◎第１次試験日　６月８日(日)

◎試験地　京都市、大阪市

◎受付期間　４月１日(火)～14日

(月)

◎申込方法　ホームページから申

込み [申込専用アドレス http://

www.jinji-shiken.go.jp/juken.

html]

◎合格発表日　７月１日(火)９時

※採用予定数は、人事院ホーム

　ページで確認してください。

▼龍野税務署総務課（☎62-0282)、

大阪国税局人事第二課（試験係)

(☎06-6941-5331)

◎とき　４月11日(金)10時～12時　

◎ところ　中央公民館陶芸実習室、

御津公民館実習室

◎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）

　一人ひとりが交通ルールとマ

ナーを守り、交通事故のない明る

いまちをつくりましょう。

◎とき　４月６日(日)～15日(火)

◎推進テーマ　みんなでつくる通

学路の交通安全、思いやる気持ち

で守る高齢者

◎重点項目

○自転車の安全利用の推進

○全ての座席のシートベルトと

　チャイルドシートの正しい着用

　を徹底

○飲酒運転の根絶

○夕暮れ時の交通事故防止（早め

　のライト点灯、反射材用品等の

　着用）

▼たつの警察署（☎63-0110)、危

機管理課（☎64-3219)

身体障害者相談

春の全国交通安全運動

お知らせ

交通ルールを

守りましょう！
※詳しくはお問い合わせください。

5,500円お一人様

歓送迎会パック予約受付中!!
会席料理 または 中華コース

120分飲み放題 (一部飲物は除く)

＋

特典　室料・入浴・送迎無料



4 広報たつの３月号

　結核は、国内最大の感染症で

す。高齢者に多い病気で、平成24

年に西播磨では41人の結核発症者

がありました。疲れや持病（糖尿

病や腎臓病など）から抵抗力が落

ちた時に、過去に感染した結核菌

が活動を再開することもあります。

結核予防には

①健康的な生活を心がけ、睡眠を

　十分にとりましょう。

②咳が、２週間以上続くときは医

　療機関を受診しましょう。

③年に１回は肺がん結核検診を受

　けましょう。

※平成26年度健診の詳細は、４月

　10日に発行する「健康ライフ」

　をご覧ください。健診問合せ：

　健康課　(☎63-2112)

▼龍野健康福祉事務所健康管理課

（☎63-5140)

　病院合同就職説明会は、33病院

が参加します。看護学生や再就業

を希望する方は、この機会をご利

用ください。

　看護系学校合同説明会には、28

学校（大学、専門学校など）が参

加。看護師を目指す学生や社会人

が対象です。

◎とき　４月19日(土)10時～16時

30分

◎ところ　イーグレひめじ（姫路

市本町）

【病院合同説明会】

３階あいめっせホール

【看護系学校合同説明会】

地下２階市民アリーナA

▼県中播磨健康福祉事務所企画課

(☎079-281-9207)

◆光都ふれあいウォーク参加者を

　募集

◎とき　４月20日(日)８時30分集

合(雨天中止)

◎集合場所　光都プラザ前芝生広

場南側

◎コース　芝生広場→三濃山登山

→芝生広場（３時間程度）

◎持ち物　タオル・帽子・飲み

物・軍手

※山道を歩く服装でお越しください

◎申込期限　４月11日(金)17時

◎申込方法　電話又はファクシミ

リ（参加者全員の住所、氏名、年

齢、電話番号が必要）

◆光都チューリップフェア

　約４万２千本のチューリップを

お楽しみください。（無料）

◎とき　４月15日(火)～５月２日

(金)９時～17時

◎ところ　光都チューリップ園

※日程は開花状況により異なりま

　す。電話でご確認ください。

〔ホームページアドレス　http://

www.harimakogen.jp〕

◎申込・問い合わせ先　播磨高原

広域事務組合（☎0791-58-0575、

FAX0791-58-0002)

　「トリタツ（たつのまちづくり

塾の実践活動グループ)」が「た

つの応援時計アプリ」をアップル

社の公式アプリ配布サイト「App 

Store」で公開しています。（ア

イフォーンのみ対応)。

　トリタツ主催で行った「たつの

応援フォトコンテスト」の応募写

真など、市内風景の画像が表示さ

れます。ぜひご覧ください。

▼総務課（☎64-3142）

　納付の手間や納め忘れがない口

座振替をぜひご利用ください。

◎申込みできる税

〇市県民税（普通徴収分）

〇固定資産税・都市計画税

〇軽自動車税

〇国民健康保険税（普通徴収分）

◎手続きに必要なもの

〇対象金融機関のキャッシュカード

※届出印は不要

〇窓口申請者の身分証明書

◎対象金融機関　市内の金融機関、

ゆうちょ銀行（郵便局）

※兵庫西農業協同組合、兵庫県信

　用漁業協同組合連合会は対象外

◎申込期限　納期限の20日前

※従来どおり、口座届出印を押印

　する口座振替依頼書で申込みも

　できます（申込期限：納期限１

　か月前)

◎申込先　税務課、国保医療年金

課、各総合支所地域振興課、市民

福祉課

▼税務課（☎64-3144)、国保医療

年金課（☎64-3149)

　リサイクルデー奨励金の交付申

請手続きを一部変更しました。

◎主な変更点　交付申請にかかる

添付書類として、仕切伝票に加え

て次の書類を追加しました。

①回収重量が確認できるもの

②買取価格が確認できるもの

③引渡状況が確認できる写真（無

償又は引き取り料を業者に支払う

品目がある場合に限る。）

◎変更時期　次の申請時期は７月

で、平成26年１月から６月までに

実施したリサイクルデーが対象と

なります。４月以降の実施分から

新しい申請書をご利用ください。

　登録団体、取引実績のある資源

回収業者には、文書でお知らせし

ています。

▼環境課（☎64-3150）

結核検診を受けましょう

たつの応援時計アプリを公開

リサイクルデー奨励金
交付申請について

播磨科学公園都市
スプリングフェア

病院合同就職説明会
看護系学校合同説明会

in 中・西播磨

市税の口座振替の申込みが
キャッシュカードで便利に



5広報たつの３月号

　シカ、イノシシによる農作物被

害対策として、新宮地域と龍野地

域一円で銃器による有害鳥獣の捕

獲を行います。

◎実施期間　４月11日(金)～７月

10日(木)

◎狩猟事故防止のために

▽入山の際は、目立つ服装をしま

　しょう。

▽わな設置の標識がある場所には

　近づかないでください。

▼農林水産課（☎64-3157)、　　○新地

域振興課（☎75-0251）

　４月20日(日)は、新宮マスター

ズ水泳大会開催のため、プールの

一般利用は、14時30分からとなり

ます。

▼新宮温水プール（☎75-5151)

　特別整理のため、４月14日(月)

～22日(火)まで休館します。

▼新宮図書館（☎75-3332)

　平成26年度幼稚園児の募集をし

たところ、揖西北幼稚園において

は入園の申込みがなく、かつ、在

園児がいないため平成26年度は休

園します。

▼教育総務課（☎64-3178）

◎とき　４月９日(水)13時～15時

◎ところ　御津総合支所２階応接

室

▼人権推進課（☎64-3151)

※３月５日時点の登録品です。

　不用品を登録する際は、現物の

写真やイメージ図などがあると交

換が成立しやすくなります（印刷

したもの、データのどちらでも

可）。

◎譲りたい品物

折りたたみ式パイプベッド（すの

こタイプ）、ベビーラック、下駄

箱

◎譲ってほしい品物

第一仏光保育園の制服・カバン・

帽子（サイズ不問)、テレジア

幼稚園の制服・体操服（男児用

100cm～)、小宅小学校の体操服

（150cm～）、まあや学園の制服

（女児冬用110cm)、揖保川中学校

の体操服（女子用150cm)、補助輪

付男児用自転車、バウンサー、

ジュニアシート、子ども用スキー

セット一式（ブーツ20cm～・板

120cm～）、トラベルベスト

▼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）

▼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

新宮温水プールからお知らせ

揖西北幼稚園休園のお知らせ

市内で有害鳥獣捕獲を実施 新宮図書館休館のお知らせ

人権相談

消費者トラブルの防止・消費者利益

の保護を目的とした法律

消費生活豆知識
ＰＯＩＮＴ

～消費者のための法律～

特 定 商 取 引 法

訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ちで勧誘を受けて

契約した場合、一定の条件があれば商品使用後であって

も無条件に解約を可能とするクーリング・オフ（権）を

認めている法律です。

※条件等詳細はセンターにお問い合わせください。解約のチャンスはあります。

あきらめずに相談しましょう。
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　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1,000円必要）

◎とき　４月19日(土)15時～17時

◎ところ　揖保川公民館

◎演題 「たつの（西播磨）のき

のこ」

◎講師　平山 吉澄 氏（兵庫きの

こグループ）

▼揖保川公民館（☎72-2412)

〈新宮〉

◎とき　４月10日(木)13時～15時

◎ところ　新宮総合支所ロビー

〈龍野〉

◎とき　４月８日(火)９時30分～

11時30分

◎ところ　なんでも相談課

〈揖保川〉

◎とき　４月15日(火)13時～15時

◎ところ　揖保川総合支所１階

〈御津〉

◎とき　４月２日(水)13時～15時

◎ところ　御津総合支所２階相談

室

※各相談員宅でも随時受付

▼なんでも相談課（☎64-3250）

　公民館短歌サークル（薫風・あ

すなろ・若鮎・新宮中央）、光陽

会（絵画）、東栗栖小学校児童の

作品を展示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

　揖保川文化センター自主サーク

ルの作品を展示します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

　じょうせん保育園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）

　12日(土)・19日(土)11時～11時

　20分

 『くだもの』ほか

読書会（一般）

　11日(金)10時～11時30分

 『恋文』連城 三紀彦 著

こどもの本を読む会

　10日(木)10時～11時30分

  総会

新宮図書館（☎75-3332）

えほんのじかん

（２～４歳児、保護者）

　28日(月)11時～11時20分

 『わたしのワンピース』

おはなしのじかん（５歳児～）

　５日(土)・12日(土)・26日(土)  

  11時～11時30分

 『ふしぎなたいこ』ほか

 揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん

（３～５歳児、保護者）

　12日(土)・19日(土)10時30分～

  10時50分

 『ぐりとぐらのおおそうじ』ほか

おはなしのじかん（小学生以上）

　12日(土)・19日(土) 11時～11

  時30分

 『ミアッカどん』ほか

読書会（一般）

  18日(金)10時～12時   

  年間計画を作成

　御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児～、保護者)　

　13日(日)・20日(日)11時～11時

  20分

 『どうぶつのこどもたち』ほか

読書会（一般）

  ８日(火)13時30分～15時30分

 『下町ロケット』池井戸 潤 著

図書館からのお知らせ

〈４月の催し〉

「ふれあい橋

ギャラリー」

４月の展示

「ギャラリー・

るーぷらいん丸」

４月の展示

ふれあいこみち

（ＪＲ播磨新宮駅舎）

４月の展示

４月の行政相談

あいあい塾

４月の休日・夜間水道当番

（緊急時のみ）

<揖保川地域>

中元産業（株） 　　 （☎72-2031）

<御津地域>

１日～10日　  　（株）大西商店

　　　　　　　　（☎324-0047）

11日～20日　　　　（株）ダイワ

　　　　　　 （☎079-272-5341）

21日～30日　　ミツバ商事（株）

　　　　　　昼間（☎322-1245）

　　　　　　夜間（☎322-2485）

揖 保 川 町 原

御 津 町 黒 崎

揖保川町山津屋

新 宮 町 能 地

1/12

2/8

2/11

2/18

88

95

83

90

※２月16日～28日届出分で、掲載に

　同意を得ている方々です。

寺田　政郎

藤原　久江

　村　茂子

嶋津　敏夫


