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広報たつの

イベント  
革細工体験教室

　皮革のまち「たつの」を、より多
くの方に知っていただくために、
たつの市産の天然皮革を用いた動
物フィギュアの体験教室を開催し
ます。
　来年の干支「未（ひつじ）」の体験
もできます。
とき　９月27日（土）10時～16時
ところ　道の駅みつ体験学習室
内容　「未」などの動物フィギュア
参加費　１個100円～800円程度
※参加申込不要

▼商工観光課（☎64-3156）

サタデーナイト
ロビーコンサート vol.49

　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　９月13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
○�スピリッツ＆ウォーター
　（フォークロック）
○�コサージュ・ハーモニー・アン
サンブル（マンドリン・ギター）

▼赤とんぼ文化ホール（☎63 -
1888）

子育てつどいの広場
イベント情報

わくわく親子講座
「あそびから始まる不変の法則」
とき　９月３日（水）10時～
ところ　新宮総合支所第１会議室
講師　入江�巧造�氏（元揖西西小
学校長）

▼新宮子育てつどいの広場
（☎75-2435）
「保育者を育てる現場から」
とき　９月９日（火）10時～
ところ　揖保川公民館２階
講師　新家�智子�氏（甲子園短期
大学講師）

▼揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「レジンのアクセサリー作り」
とき　９月17日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階
講師　伊藤�美希�氏
材料費　500円～
※要申込み（先着10名）

▼御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「歯の健康を見直そう」
とき　９月22日（月）10時～
ところ　はつらつセンター２階
講師　名村�郁美�氏（歯科衛生士）

▼龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
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：２日（火）10時30分～
揖保川：３日（水）11時～
御　津：16日（火）10時30分～
龍　野：29日（月）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８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

企画展「古代山陽道と揖保
郡―風土記時代のくらしと
社会―」を開催

　市内を通る山陽道と駅家を中心
に、数多くの古代遺跡を紹介し、
風土記が書かれたころの社会を探
ります。
とき　９月20日（土）～11月30日
（日）９時～17時（入館は16時30分
まで）
※�休館日：毎週火曜日と月末、９
月24日、10月１日

ところ　埋蔵文化財センター
入館料　無料
主な展示品　布勢駅家ほか遺跡出
土資料約500点

《関連講座》
①「７世紀の揖保郡」
とき　10月４日（土）14時～
②「布勢駅家の発掘」
とき　10月26日（日）14時～
ところ　両日とも埋蔵文化財セン
ター
定員　両日とも60名（当日先着順）
講師　岸本�道昭（文化財課）

▼○新 文化財課（☎75-5450）

布勢駅家出土の軒瓦
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

募　集  
若者出会いサポート事業

「潮風と夕陽が運ぶハッピーな
出逢い」参加者を募集

とき　10月５日（日）15時～
（受付14時30分～）
ところ　Cruising�Cafe（クルー
ジングカフェ）マリカ
（御津町苅屋1131-1）
対象　男性（30歳～45歳）
　　　女性（25歳～40歳）
定員　男女各20名
費用　3,500円（軽食付き）
応募方法　参加申込書を郵送
※�申込書は本庁、各総合支所等に
あります。

応募期限　９月10日（水）必着
※定員になり次第締め切り
応募・問い合わせ先　ＮＰＯ法人
ハートヴェルニ（〒671-1205　姫
路市勝原区大谷8-1-201　☎079-
273-0018、090-1964-6106）

たつの市障害者レクリエーション
・スポーツ大会参加者を募集

　障害者の方々の健康増進と交流
の輪を広げることを目的に開催し
ます。
とき　10月25日（土）

　　　９時30分～15時
ところ　西播磨総合リハビリテー
ションセンターふれあいスポーツ
交流館
対象者　障害者手帳をお持ちの方
参加費　無料
競技種目　囲碁ボール、輪投げ、
フライングディスク等
申込期限　９月19日（金）
※�身体障害者福祉協会員、手をつ
なぐ育成会員については団体を
通じて申込みを行います。

申込・問い合わせ先　地域福祉課
（☎64-3204）

臨時生活支援員を募集

　龍野つくし園において知的障害
者等の生活支援を行う生活支援員
を募集します。
勤務場所　龍野つくし園（生きがい
センター内）龍野町富永458番地1
雇用期間　10月１日～（６か月、
更新可）
勤務時間　月～金曜日（祝日を除
く）８時30分～17時15分
賃金　7,000円（日額）
募集人員　１名
応募方法　履歴書（市販）を生きが
いセンターへ持参
応募締切　９月８日（月）
応募・問い合わせ先　生きがいセ
ンター（☎63-4980）

在宅歯科衛生士を募集

　在宅や高齢者施設での口腔ケア
に取り組む歯科衛生士を募集しま
す。歯科衛生士の資格をお持ちの
方、診療所の業務とは異なる、新
しい専門性を身につけて活躍して
みませんか？未経験、ブランクの
ある方も大歓迎です。

▼龍野健康福祉事務所地域保健課
（☎63-5142）

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

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。（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。

ジュネスしんぐ在宅介護支援
センター（☎75-5228）
とき　10月30日（木）
神崎ヨーデルの森と砥峰高原

「楽・得・介護塾」
参加者を募集

　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

西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
とき　10月11日（土）
認知症の家族に対する支援

くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002）
とき　10月11日（土）
認知症の理解を深めよう

揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
とき　10月21日（火）
知っ得　福祉用具

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

★和菓子づくり体験
とき　10月３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
★豆腐づくり体験
とき　10月９日（木）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16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

陸上記録会を開催

とき　９月28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　小学生以上
種目　100ｍ走・200ｍ走・走り幅
跳び・走り高跳び・ボール投げ・
3000ｍ走
参加料　無料
申込方法　大会当日に参加登録を
行ってください。記録書を渡しま
す。
※雨天の場合は中止
主催　新宮ランニングクラブ

▼新宮スポーツセンター（☎75-
1792）
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き・筆記用具
参加費　1,000円程度
★おもてなし料理体験
とき　10月30日（木）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
※�全ての体験教室に関して、ご予
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
　目の前に広がる瀬戸内の海や
島々の眺望も楽しめ、研修などに
利用できます。
申込先　道の駅みつ体験学習室
（☎322-8020）

卓球教室の参加者を募集

　卓球を基本から学んでみません
か。軽快なフットワークが身につ
き、体力づくり・健康づくりにな
ります。
とき　９月11日（木）～10月14日
（火）（毎週火・木曜日、全10回）
19時～21時
ところ　御津体育館
対象者　市内在住・在勤者で、高
校生以上の初心者
参加費　300円（全10回分）
定員　18名
持参物　体育館シューズ（ラケッ
トは貸出しします。）
応募開始　８月25日（月）～（定員
になり次第締め切り）
応募方法　電話又は窓口で直接申
込

▼御津体育館（☎322-3012）

昔の道具とそうめん造り体験会
ボランティアを募集

　小学４年生を対象に、昔の農機
具や生活道具に触れたり、そうめ
ん造りをする体験会を開催します。
この体験会で、唐箕や脱穀機等の
道具の使い方やそうめん造りの延
ばし作業、さばき作業を子どもた
ちに教えたり、実演するボラン
ティアを募集します。（そうめん製

造未経験者も、応募できます。）
体験会開催期間　12月９日（火）～
16日（火）９時～15時30分　※14日
（日）を除く。
条件　４日以上出席が可能な方
募集人数　20名程度
応募締切　９月19日（金）
応募先　龍野歴史文化資料館（☎
63-0907）

「親子で茶道を楽しむ♪」
参加者を募集

とき　９月14日（日）
　　　９時30分～11時
ところ　新宮公民館
定員　10組（親子又は祖父母と孫）
※先着順
参加費　500円（１組）
申込期限　９月10日（水）
申込先　新宮公民館（☎75-0922）
※日、月曜日を除く

ＮＨＫ学園の生徒を募集

【広域通信制ＮＨＫ学園高等学校
普通科】
内容　ＮＨＫのテレビ・ラジオの
放送を利用した教育課程。登校は
月に１～２回。
履修年数　３年（転編入あり）
募集対象　中学校を卒業した方、
高等学校中退者　他
出願方法　請求により入学案内書
と願書を送付。必要書類を郵送又
は東京本校へ持参
願書受付期限　
転入生　11月20日（木）まで
後期新入学・編入学　９月30日
（火）まで
【ＮＨＫ学園生涯学習通信講座】
内容　趣味・教養から語学・資格
まで200コース以上の幅広いジャ
ンルの講座
受講期間　３か月～１年（講座に
より異なります）
募集対象　一般
申込方法　請求により案内書を送
付。はがき、電話、�FAX、ホーム
ページからお申込みいただけます。
申込受付期間　通年受付

▼ＮＨＫ学園（☎042-572-3151）、
案内書請求フリーダイヤル（☎
0120-06-8881）

兵庫県立ものづくり大学校
入校生を募集

【平成26年度６か月コース後期生
募集】
募集コース　CADコース（設計支
援ツール）、情報ビジネスコース
対象者　求職中の方
訓練期間　10月９日（木）～平成27
年３月13日（金）
定員　両コースとも20名
授業料　無料（教科書代等実費負
担あり）
出願期限　９月３日（水）
選考日　９月９日（火）
選考内容　学力試験（国語・数学、
各30分）、面接試験
【平成27年度入校生】
募集コース・定員
○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歳以上の求職中の方（機械製
図・工作コースは40歳未満）
訓練期間　１年間（平成27年４月
～平成28年３月）
出願期間　10月１日（水）～22日
（水）
選考日　10月29日（水）
試験内容　面接、学科60分（数学
Ⅰ、数学Ａ）
授業料　無料（諸経費：自己負担
４万円程度　別途検定受験料等必
要）
応募・問い合わせ先　兵庫県立も
のづくり大学校（〒670-0943姫路
市市之郷1001番地1　☎079-240-
7077）
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自衛官等を募集

●防衛大学校学生【一般（前期）】
応募資格　高卒（見込含）21歳未満
の方（自衛官は23歳未満）
受付期間　９月５日（金）～30日
（火）
試験日　１次：11月８日（土）・９
日（日）
●防衛大学校学生【推薦・総合選
抜】
応募資格　高卒（見込含）21歳未満
の方（高等学校長等の推薦等が必要）
受付期間　９月５日（金）～９日
（火）
試験日　推薦：９月27日（土）・28
日（日）
総合選抜１次：９月27日（土）
●防衛医科大学校医学科学生
応募資格　高卒（見込含）21歳未満
の方
受付期間　９月５日（金）～30日
（火）
試験日　１次：11月１日（土）・２
日（日）
●防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）
応募資格　高卒（見込含）21歳未満
の方
受付期間　９月５日（金）～30日
（火）

試験日　１次：10月18日（土）
●海上・航空自衛隊航空学生
応募資格　高卒（見込含）21歳未満
の方
受付期限　９月９日（火）まで
試験日　１次：９月23日（火・祝）
●一般曹候補生
応募資格　18歳以上27歳未満の方
受付期限　９月９日（火）まで
試験日　１次：９月19日（金）・20
日（土）のいずれか
●自衛官候補生（女子）
応募資格　18歳以上27歳未満の方
受付期限　９月９日（火）まで
試験日　９月27日（土）・28日（日）
のいずれか
●自衛官候補生（男子）
応募資格　18歳以上27歳未満の方
受付期間　年間を通じて受付
試験日　受付時にお知らせ
※�各募集の詳細はお問い合わせく
ださい。

▼自衛隊兵庫地方協力本部相生地
域事務所（☎0791-23-2750）

指定管理者を募集

　公の施設の管理運営を行う指定
管理者を募集します。
指定管理者募集施設　道の駅み
つ、新宮温水プール、国民宿舎赤
とんぼ荘及び志んぐ荘

指定管理期間　平成27年４月１日
～平成32年３月31日
申込期間　10月１日（水）～９日
（木）（閉庁日、休館日を除く）
募集要項配布期限　10月９日（木）
まで（閉庁日、休館日を除く。市
ホームページからダウンロード
可）
※�国民宿舎のみ９月３日（水）～８
日（月）の間に応募登録が必要。

募集要項配布場所及び申込先
道の駅みつ　商工観光課（☎64-
3156）
新宮温水プール　新宮スポーツセ
ンター（☎75-1792）
国民宿舎赤とんぼ荘及び志んぐ荘
行政改革推進室（☎64-3199）

第９回「みどり香るまちづく
り」企画コンテストの募集

【企画募集】
　かおりの樹木・草花を用いた、
街区・近郊地区などの「みどり香
るまちづくり」を演出する企画を
募集します。
応募主体　民間企業、学校法人、
商店会、町内会等の住民団体やＮ
ＰＯ等の各種団体、個人等
応募要件　かおりのする樹木・草
花等（総計30本以上）を使用する企
画であること。今後実施を想定し

運行系統 利用者数
（人）

利用者数／
運行日（人） 運行系統 利用者数

（人）
利用者数／
運行日（人）

龍野循環 1,874 25.3 西栗栖～播磨新宮駅 896 24.9

龍野・神岡 1,930 26.1 香山・篠首 403 11.2

揖西（朝夕） 337 4.6 室津・市民病院・碇岩 1,038 14.0

揖西 925 24.3 竜野駅～市民病院 441 11.9

揖保 573 15.9 揖西～竜野駅（朝夕） 244 3.3

光都～播磨新宮駅 591 15.6 揖西～竜野駅 148 4.1

上笹・下笹 203 5.3 南北連結 10,534 142.4

　今後、利用状況を定期的に公表します。コミュニティバスの運行を継続するために、皆さんの積極
的なご利用をお願いします。地域の足は地域で守りましょう。　　　　　  　

▲

企画課（☎64-3141）

お知らせします
たつの市コミュニティバス利用状況　（平成 26 年４月～６月）
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お知らせ 
専門医師による

「もの忘れ相談」

　「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　９月24日（水）
　　　13時30分～15時10分
ところ　はつらつセンター１階
ボランティア室
対象者　市内在住の方で、もの忘
れや認知症についての不安がある
方、そのご家族
定員　３名（１人30分）※完全予約
制

ており、植栽場所を確保している
企画であること。
応募方法　応募登録票（ホーム
ページからダウンロード可）、企
画がわかる概要（Ａ３）、現状写
真・図等、規定の応募書類の電子
データをメール送信又は郵送
【キャッチフレーズ募集】
　平成27年度のチラシ・ホーム
ページ等に使用するキャッチフ
レーズを募集します。
募集要件　「みどり香るまちづく
り」企画コンテストの趣旨に合致
したもの
文字数　25文字以内
応募方法　応募用紙（ホームペー
ジからダウンロード可）に記載の
上、メール又は郵送
応募期限　企画・キャッチフレー
ズとも10月10日（金）まで
主催　環境省
応募・問い合わせ先　公益社団
法人におい・かおり環境協会
（〒160-0023東京都新宿区西新宿
4-2-18　西新宿浅井ビル３階　☎
03-5309-2422　メールアドレス　
midori_kaoru@orea.or.jp

身体障害者相談

とき　９月12日（金）10時～12時
ところ　誉田公民館和室、揖保川
公民館応接室
相談員　身体障害者相談員
対象者　市内在住で身体障害のあ
る方又はそのご家族
※�事前予約は必要ありません。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）

障害者就労相談会

　就職を希望されている障害のあ
る方を対象に、西播磨障害者就
業・生活支援センターによる就職
に向けた相談・活動支援を行う個
別相談会を開催します。
とき　９月24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17日（水）までに事
前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、予約の際にお申し出くだ
さい。

当日の持ち物　障害者手帳

▼地域福祉課（☎64-3204　ＦＡＸ
63-0863）

若者就業サポート相談会

　仕事についての悩みを抱える若
者やその保護者を対象に、無料の
個別相談会を実施します。一人で
悩まず、専門家に相談してみませ

んか。
とき　９月17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
相談機関　ひめじ若者サポートス
テーション
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）

龍野図書館休館のお知らせ

　特別館内整理（蔵書資料の整理
と移動、防虫作業、蔵書点検）の
ため、休館します。
休館日　９月16日（火）～25日（木）
※�新宮・揖保川・御津各図書館は
通常通り開館しますので、ご利
用ください。

▼龍野図書館（☎62-0469）

市街化調整区域で事業所等の
土地利用を検討されている方へ

　市では、市街化調整区域内の地
域活性化を目的として、事業所等
の建築制限の一部を緩和すること
を検討しています。
　数年内に市街化調整区域で、次
の計画や意向などがある場合は、
お知らせください。
○�建築後10年以上経過した工場や
事務所の敷地を拡大して建替え
たい。
○�既存の工場を他業種の工場へ用
途を変更したい。
○�既存の工場の事業主を変更した
い。
○�新たに工場を建てたい。
受付期限　９月26日（金）
※�詳細な条件等は、お問い合わせ
いただくか、市ホームページを
ご覧ください。

▼都市計画課（☎64-3223）

相談対応者　もの忘れ専門医師
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）
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

「暮らしとこころの相談会」
ホットライン開設

　９月の自殺予防週間にあわせ
て、電話による法律相談会を実施
します。労働問題や多重債務など
の生活問題、こころの問題に弁護
士が無料で相談に応じます。
相談日　９月14日（日）13時～21時
相談電話番号　078-341-9600（当
日のみ利用可）
※予約不要

▼ 兵庫県弁護士会（☎078-341-
7061）

「法の日」無料相談会

とき　９月27日（土）10時～15時
ところ　ダイエー赤とんぼ広場
相談内容　
○�生活全般に関する諸問題（相続、
遺言、離婚、交通事故等）
○�登記、測量、境界に関する諸問
題（土地、建物等）
○�官公署への手続きに関する諸問
題（許認可・届出等）
○�税務に関する諸問題（会計、記
帳、申告等）

共催　兵庫県司法書士会西播支
部、兵庫県土地家屋調査士会西播
支部、近畿税理士会龍野支部

▼兵庫県行政書士会西播支部（☎
0791-22-1072）

邦楽演奏会

とき　９月 28日（日）13時～
ところ　赤とんぼ文化ホール中
ホール
演奏曲　「絵日傘に寄せて」、「も
どって来た勘太」、「もみじば」、「水
のほとりに秋を想う」、「花・ＨＡ
ＮＡ・華」など 11曲
なつかしの歌曲、演歌を尺八で演
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）

赤とんぼ BIKER'S  MEETING

とき　９月13日（土）12時～21時、
14日（日）９時～12時
ところ　揖保川河川敷千鳥ヶ浜
参加費　２Day’s�パス2,500円
（当日券のみ）、14日のみ1,000円
中学生以下は無料
内容　13日：ウォンテッドバイ
カーツーリング（10時30分集合、11
時30分出発、姫路バイパス姫路西
ＳＡ→千鳥ヶ浜）、ゲストライブ、
地元伝統芸能団体出演、アマチュ
アバンド演奏、チビッ子ダンスバ
トル　他　
両日：アトラクション、チャリ
ティーオークション
申込・問い合わせ先　赤とんぼ
BIKER’S�MEETING実行委員
会（☎080-4021-7010）

終戦当時引揚者の皆さまへ

　税関では、お預かりしている次
の通貨及び証券等をお返ししてい
ます。
○�終戦後、外地から引き揚げてこ
られた方々が、上陸地の税関、
海運局に預けられた通貨及び紙
幣
○�外地の集結地において、総領事
館等に預けられた証券等のう
ち、日本に送還されたもの
※�返還の申し出は、ご本人だけで
なく、ご家族の方でも結構です。

▼姫路税関支署管理課（☎079-
235-4571）、神戸税関ホームページ
http://www.customs.go.jp/
kobe/

個人事業税のお知らせ

　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１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）

国の教育ローンのご案内

　教育に関する家庭の経済的負担
の軽減と教育の機会均等を目的と
した公的な融資制度です。
融資限度額　学生・生徒１人につ
き350万円以内（海外留学は450万
円以内　※一定の条件あり）
金利　年2.35％（母子家庭又は世
帯年収（所得）200万円（122万円）以
内の方は年1.95％
返済期間　15年以内（交通遺児家
庭、母子家庭又は世帯年収（所得）
200万円（122万円）以内の方は18年
以内）
融資対象学校　高校、短大、大学、
専修学校、海外の高校、大学　等
使用目的
○�学校納付金（入学金、授業料、
施設設備費等）
○�受験にかかった費用（受験料、
受験時の交通費・宿泊費等）
○�住居にかかる費用（アパート・
マンションの敷金・家賃等）
○�教材費、通学費用、留学費用、
学生の国民年金保険料等

▼ 日 本 政 策 金 融 高 校 教 育 ロ ー
ン コ ー ル セ ン タ ー（ ☎ 0 5 7 0 -
008656）

ゴルフ場利用税は県や市町の
貴重な財源です

　ゴルフ場利用税の額は、ゴルフ
場の規模、利用料金等を基準とし
て、１人１日あたり300円～1,200
円で、ゴルフ場利用税の収入額の
10分の７は、ゴルフ場が所在する
市町に交付され、地域振興を図る
重要な役割を果たしています。
　以下の方については、ゴルフ場
利用税が非課税となっています。
①18歳未満又は70歳以上の方
②障害者
③�国民体育大会に参加する選手

 →税関イメージキャラクター
　　　　　カスタム君
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消費生活 豆知識 Point

行政の消費生活センターは
 相談料など不要です！！　

☞

　最近、アダルトサイト登録料などの不当な請求をされ

た消費者がインターネットで消費生活センターを検索し、

公的機関と勘違いをして電話を掛け、調査料等の名目で

高額な請求を受ける事例が多発しています。

　県・市・町の公的機関の消費生活センターは相談料など費用の請求をすることはありません。

　突然「登録」と表示された場合でも、慌てず最寄りの行政に設置している消費生活センターに

連絡をしてください。

▼たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

家庭不用品交換情報コーナー

※８月６日時点の登録品です。
「譲りたい品物」（下線のものは有
料です）
○ベビー用歩行器
○�エプソンプリンタ用インクカー
トリッジ
○木製ベッド
○スチール机
○�ベビー用ハイローベッド＆チェア
○チャイルドシート

「譲ってほしい品物」
○�子ども用自転車（補助輪付16～
18インチ）
○�まあや学園� 制服（女児冬用
110cm）
○香島保育園�制服（110cm）
○バランスボール（φ60cm～）
○�第一仏光保育園体操服、スモッ
ク、カラー帽ほか（80㎝～）
○�半田小学校体操服、制服、帽子
（男女不問130㎝）
※�なお、登録の際、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）。

▼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

知っていますか？
建設業退職金共済制度

　中小企業退職金共済法に基づき
建設現場労働者の福祉の増進と建
設業を営む中小企業の振興を目的
とした退職金制度です。
加入できる事業主　建設業を営む
方
対象となる労働者　建設業の現場
で働く方
掛金　日額310円
特徴
○�国の制度なので安全、確実で、
申込手続きが簡単です。
○�経営事項審査で加点評価の対象
となります。
○掛金の一部を国が助成します。
○�掛金は事業主負担ですが、税法
上、損金又は必要経費として全
額非課税となります。
○�事業主が変わっても退職金は企
業間を通算して計算されます。

▼ 建退共兵庫県支部（☎078-997-
2333）

まずは、
たつの市消費生活センター
に連絡してください！！

（同大会のゴルフ競技としての
利用に限ります）
④�学校の教育活動としてゴルフを
行う学生、生徒、教員等
　（�申出書等の提出と証明が必要
です。）

▼龍野県税事務所・課税第２課
（☎63-5672）

献血にご協力をお願いします

とき　８月29日（金）
　　　15時30分～16時30分
ところ　とくなが病院

▼健康課（☎63-2112）

あいあい塾

　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　９月20日（土）15時～17時
ところ　揖保川公民館
演題　「記録映像が語るもの」
講師　名村�一義�氏（映像クリ
エーター）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

生活習慣病教室の開催

とき　９月10日（水）14時30分～
ところ　たつの市民病院２階
大会議室

テーマ　高血圧症について
講師　看護師　田村�友紀�氏

▼たつの市民病院（☎322-1121）



＜揖保川地域＞
　㈲中元設備工業  （☎72-3415）
＜御津地域＞
１日～10日　増本商店

（☎322-0129）
11日～20日　勝間設備㈱
　　　　　昼間（☎322-2488）
　　　　　夜間（☎322-1355）
21日～30日　㈲沼田水道工業所

（☎322-1251）

※７月16日～ 31日届出分で、�掲載に
同意を得ている方々です。（敬称略）�

井上いさを　御津町岩見　７/11（103）

長谷川正大　新宮町船渡　７/12（80）

石井　定一　新宮町觜崎　７/12（91）

松原　昌子　揖保川町正條　７/14（95）

大下登志男　揖保川町山津屋　７/17（65）

橋元　 江　御津町中島　７/18（95）

飯田　　登　新宮町牧　　７/22（77）

古林　照代　揖保川町二塚　７/22（79）

横田　力夫　御津町中島　７/24（87）

　�名　前　　　住　所���　��死亡月日���（年齢）

8 広報たつの８月号

　ふれあいこみち
　（JR 播磨新宮駅舎）
　９月の展示

　公民館サークル（新宮俳句会）、
三浦行子（日本画）、越部幼稚園児
の作品を展示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

図書館からのお知らせ
〈９月の催し〉

龍野図書館（☎62-0469）
えほんのじかん（１～３歳児・保
護者）
６日（土）・13日（土）
11時～11時20分
『いもむしごーろごろ』
読書会（一般）
12日（金）10時～11時30分
『嵐』�島崎�藤村�著
こどもの本を読む会
11日（木）10時～11時30分
『赤と黒』スタンダール�著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
８日（月）・14日（日）・22日（月）
11時～11時20分
『おつきさまこんばんは』ほか
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
『しごとをとりかえたおやじさん』
ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん（３～５歳児、保
護者）
13日（土）・20日（土）
10時30分～10時50分
『たからさがし』ほか
おはなしのじかん（小学生以上～）
13日（土）・20日（土）�

人権相談

とき　９月10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）

今月の市税

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１日（月）
納付場所　最寄りの金融機関・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
ドによる口座振替の申込みがで
きます。詳細は税務課へお問い
合わせください。

▼税務課（☎64-3144）

９月の行政相談

〈龍野〉
とき　９月９日（火）
　　　９時30分～11時30分
ところ　市役所２階相談室

〈新宮〉
とき　９月11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16日（火）　13時～15時
ところ　揖保川総合支所
　　　　１階相談室

▼総務課（☎64-3142）

11時～11時30分
「ランパンパン」ほか
読書会（一般）
19日（金）10時～12時
『たくさんのお母さん』�今江�祥智�
著
御津図書館（☎322-1007）
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
『おやすみなさいおつきさま』ほか
読書会（一般）
９日（火）13時30分～15時30分
『春を背負って』�笹本�稜平�著

 ふれあい橋ギャラリー
　（JR 竜野駅跨線橋）
　９月の展示

　揖保川公民館高齢者教室あすな
ろ学園かな書道教室と絵画教室の
皆さんの作品を展示します。

▼○揖 地域振興課（☎72-2525）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　９月の展示

　じょうせん保育園・岩見保育所
４歳児の絵画を展示します。

▼○御 地域振興課（☎322-1001）

休日・夜間
水道当番（緊急時）

ご冥福をお祈りします

９月


