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重要文化財「堀家住宅」特別公開
小学生ガイドがご案内

堀家住宅主屋

　国指定重要文化財となった堀家
住宅を小宅小学校６年生が解説
し、ガイドを務めます。
とき　11月15日（土）、16日（日）10
時～16時
ところ　堀家住宅（龍野町日飼291）
入場料　無料、自由観覧
※ 解説冊子をご用意し、地域の

方々のおもてなしがあります。

▼○新 文化財課（☎75-5450）

龍野歴史文化資料館特別展

「とびだす／うつわ－桝本佳子の
世界－」
　たつの市出身の若手陶芸作家、
桝本佳子氏の作品を紹介します。
器から様々なオブジェが飛び出す
という斬新な発想から生まれた作
品と、館蔵の絵画や民具を並べ、
伝統と革新のコラボレーションの
世界を作り出します。

とき　10月25日（土）～11月30日
（日）９時～17時（入館は16時30分

まで）
休館日　毎週月曜日（祝日の場合
は火曜日）
入館料　一般300円、小～大学生
100円、65歳以上150円
関連行事
作者による「ギャラリートーク」
とき　11月９日（日）11時～、14時
～（いずれも１時間程度）
ところ　龍野歴史文化資料館
料金　無料（入館料が必要）
※事前申込不要
後援　神戸新聞社

▼ 龍野歴史文化資料館（☎63 -
0907）

「八瀬家住宅」を特別公開
「おクラのおタカラ」展

　近代日本の懐かしい蓄音機、ラ

ジオ、アイロン等、今では珍しい
機械や道具類（井戸コレクション）
を展示します。
とき　11月22日（土）、23日（日・
祝）10時～16時
ところ　八瀬家住宅（揖西町中垣
内甲296）
入場料　無料
※ 地域の方々のおもてなし、「ほの

ぼの喫茶」もあります。

ラッパ形ホーンの付いた蓄音機

▼○新 文化財課（☎75-5450）

防災行政無線を活用した
緊急地震速報の訓練放送を実施

▼危機管理課（☎64-3219）

　緊急地震速報の放送を聞いてから強い揺れが来るまでの時間はごく
わずかです。短い時間にあわてず身を守るには、普段からの訓練が大
切です。この機会に、訓練放送の合図に合わせて訓練してみてください。
とき　11月５日（水）10時頃
＊この放送は訓練放送です。お間違えのないようにお願いします。
シェイクアウト訓練方法
　シェイクアウトとは、自分の身を守る３つの安全行動です。放送に
合わせて約１分間①姿勢を低くし、②頭や体を守り、③揺れが収まる
のを待つようにしてください。＊下記図参照

 

安全行動の１－２－３

①姿勢を低く!
（しゃがむ）

②頭や体を守る！
（隠れる）

③待つ！
（揺れが収まるのを待つ）

（画像提供：効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議事務局）
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

募　集  

西栗栖ふれあいウォーク 2014
＆収穫感謝祭参加者を募集

「晩秋の播磨科学公園都市と里山
のご当地グルメを満喫」
とき　11月30日（日）受付９時～、

揖保川スポーツセンター　体操教室受講生を募集
　平成26年度第３期体操教室の受講生を募集します。

申 込 先   揖保川スポーツセンター
申込期限　11月７日（金）14時まで。定員を超えた場合は、８日（土）９時から抽選会を行います。
　　　　　（初受講生を優先）
※電話、ＦＡＸ、電子メールでの申込みは受付できません。

▼揖保川スポーツセンター（☎72-5567）

教室名 内容 対象者 定員 時間 期間 受講料

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 10:00～
11:00

11/20～３/12
（木曜日、計
10回）

2,000円

のびっこ体操教室
（水曜日コース）

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

4 ～ 6 歳 児
（年少・年長
に相当する
幼児）

15名
15:30～
16:30

11/19～３/11
（計10回） 2,000円

のびっこ体操教室
（金曜日コース） 15名 11/21～３/13

（計10回） 2,000円

※各教室とも都合により日程を変更する場合があります。

龍野図書館の催し

貴重本一般公開
 世 界 に 限 定 3 3 部 の 貴 重 本

「M
ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ

iche langelo：L
ラ

a D
ドッタ

otta 
M

マーノ

ano」を一般公開します。　　　
とき　11月22日（土）・23日（日・
祝）11時～15時
ところ　龍野図書館
龍野美術協会作品展
　書道・工芸部の皆さんの作品を
展示します。
とき　11月19日（水）～22日（土）10
時～18時（22日のみ16時まで）
ところ　龍野図書館２階研修室
パネルシアターと絵本の読み聞かせ
とき　11月23日（日・祝）11時～12
時
ところ　龍野図書館１階
電子工作教室、木工工作教室
健康チェック、考えるお絵かき等
とき　11月23日（日・祝）11時～16
時
ところ　龍野図書館２階研修室
※ 11月23日（日・祝）は開館し、25

日（火）は臨時休館します。

▼龍野図書館（☎62-0469）

子育てつどいの広場
イベント情報

わくわく親子講座
「こころぽかぽか♡親子で生演奏
を！」
とき　11月11日（火）10時～
ところ  はつらつセンター３階
講師　クレイジープリンセスバン
ド（ママさんブラスバンド）

▼龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「あなたも子どももそのままでい
い」
とき  11月12日（水）10時～
ところ  新宮総合支所第１会議室
講師　長谷川 満 氏（家庭教師シ
ステム学院　代表）

▼新宮子育てつどいの広場
（☎75-2435）
「３Ｂ体操」
とき　11月18日（火）10時～
ところ  揖保川公民館ホール
講師　丸山 陽子 氏（日本３B体操
協会）

▼揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）

「自分でできるママのためのフッ
トマッサージ」
とき　11月19日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階
講師　高部 香 氏

▼御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
11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～
揖保川：12日（水）11時～
御　津：18日（火）10時30分～
龍　野：27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　11月10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
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開会９時20分～
※ 雨天決行（コースを変更する場

合あり）
コース　播磨高原東小学校集合→
スプリング８普及棟→珎浪神社→
西播磨総合リハビリテーション
センター→播磨高原東小学校（7.4
㎞）※12時頃から収穫感謝祭
参加料　無料（参加記念品あり）
駐車場　西播磨総合庁舎駐車場
申込期限　11月14日（金）

▼ 西栗栖地区地域活性化委員会
（新宮総合支所地域振興課☎75-
0251）

金婚夫婦に記念樹を贈呈
まもなく締め切りです

　結婚50周年を迎えるご夫婦を祝
福し、記念樹を贈呈します。
対象者　昭和40年に婚姻届を提出
した夫婦（市内在住）
記念樹　黒松・五葉松・観音竹の
うち希望の種類を１つ
贈呈場所　まち未来創造課又は各
総合支所地域振興課
贈呈時期　平成27年２月中旬（予
定）
申込締切　11月28日（金）
申込先　まち未来創造課（☎64-
3167）、○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。（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。

ジュネスしんぐ在宅介護支援
センター（☎75-5228）
とき　12月４日（木）

「竹田城跡と食事会」
※９時にジュネスしんぐへ集合

「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

くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002、66-0230）
とき　12月２日（火）14時～16時

「介護予防リハビリ」

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

★こんにゃくづくり体験
とき　12月２日（火）10時～13時
募集人数　20人（先着順）
★冬の漁師料理体験
とき　12月11日（木）10時～13時
募集人数　25人（先着順）
持ち物　エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具（両体験教室とも）
参加費　1,000円程度（両体験教室
とも）
※ 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。
◆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）

お知らせ  

ごみも活かせば宝の山☆
～マイバッグ持参で得しよう！～

　11月３日の「市民まつり」でＥＭ
ボカシ（生ごみ発酵促進剤）、生ご
みの水切りグッズなどを無料配布
します。レジ袋削減のため、マイ
バッグを持参された方には、粗品
を進呈します。（数に限りあり）
　使用済携帯電話の回収等も実施
します。
とき　11月３日（月・祝）10時～15
時30分
ところ　たつの市民まつり会場

▼環境課（☎64-3150）

龍野体育館
臨時休館のお知らせ

　たつの市民まつりの準備及び開
催のため、臨時休館します。
とき　11月２日（日）・３日（月・
祝）終日閉館

▼龍野体育館（☎63-2261）

出張年金相談を実施します

　相談は予約制です。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　12月11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
予約受付期間　11月11日（火）～12
月８日（月）（土日・祝日は除く）８
時30分～17時
申込先　国保医療年金課（☎64-
3240）
※総合支所で受付はできません。
※ 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。

生活習慣病教室の開催

とき　11月12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　目からもわかる全身の病
気
講師　視能訓練士　日野 厚 氏
形式　講義形式
※事前予約不要

▼たつの市民病院（☎322-1121）

知的障害者相談

とき　11月12日（水）９時30分～15時
ところ　御津やすらぎ福祉会館１
階相談室
対象者　市内在住の知的障害のあ
る方やその家族
相談員　市長の委嘱を受けた知的
障害者相談員
※ 事前予約不要。相談中の場合、

お待ちいただくことがあります。

▼地域福祉課（☎64-3204）
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定員　３名（１人30分）
※完全予約制
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）

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　夫・パートナーからの暴力やセ
クシャル・ハラスメントなど、女
性をめぐる様々な人権問題に無料
で相談に応じます。
とき　11月17日（月）～21日（金）
８時30分～19時、11月22日（土）・
23日（日・祝）10時～17時
相談電話番号　0570-070-810　　

（全国共通ナビダイヤル）
相談対応者　人権擁護委員、法務
局職員
相談方法　電話相談のみ（秘密厳
守、電話料有料）

▼ 神戸地方法務局人権擁護課（☎
代表078-392-1821）

ビジネススキルアップセミナー
＝社員の意識改革と行動計画で組織強化＝

　個人のスキルアップに役立つ時
間管理、企画・発想力向上、業務
ミス防止について講義やグループ
ワークを行います。（全３回コース）
とき・内容

【第１回】11月６日（木）「時間管理
編－コントロールすべきは時間で
はなく仕事」

【第２回】11月18日（火）「企画・発
想力向上編－良い企画を立案し実
現するために」

【第３回】11月27日（木）「業務ミス
防止編－予測されるリスクへの対
応と予防策」
※各日13時30分～16時30分
ところ　龍野経済交流センター2
階セミナー室（龍野町富永702-1）
対象者　若手・中堅社員
定員　25名

受講料　8,000円（龍野商工会議所
会員は5,000円）

▼龍野商工会議所（☎63-4141）

歳末要支援児童・生徒激励事業申請
の受付を開始します

　共同募金運動の一環として12月
から歳末たすけあい運動が始まり
ます。民生委員児童委員と協働
し、要保護、準要保護世帯の小・
中学生を激励訪問しお年玉を配り
ます。
受付期間　10月27日（月）～11月18
日（火）
金額　１人 3,000円
申請方法　本人又は保護者が申請
書に記入し、お住まいの地域の担
当民生委員児童委員に申請。
申請に必要なもの　印鑑（認印）、
就学援助制度を受けていることを
証明できるもの（就学援助申請結
果通知書など）

▼たつの市社会福祉協議会（☎63-
5106）

暮らしに花と緑を
「花木市」開催

　花木、庭園樹、果樹等の即売会
を開催します。
とき　10月26日（日）、11月23日

（日・祝）、12月28日（日）
※各日、９時～15時30分
ところ　産業振興センター（龍野
町堂本38-1）
主催・問い合わせ先　たつの市
花・植木類生産組合 大西花壇

（☎079-267-0025）

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　11月15日（土）15時～17時
ところ　揖保川公民館
演題　「三木清、人と思想―特に
その宗教性について」
講師　室井 美千博 氏（三木清研
究会事務局長）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

身体障害者相談

とき　11月14日（金）10時～12時
ところ　揖西公民館大会議室、新
宮公民館第３研修室
対象者　市内在住の身体障害のあ
る方やそのご家族
相談員　身体障害者相談員
※ 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）

認知症予防教室を開催

　認知症に関する理解を深め、認
知症予防と早期発見、早期受診に
つなげるため、認知症予防教室を
開催します。
とき　11月15日（土）10時～12時
ところ　養護老人ホームたつの荘
参加対象者　認知症の不安がある
方やそのご家族など
内容

【講義】
・認知症について
【認知症自己チェック】
・ 認知症タッチパネル（もの忘れ

相談プログラム）の体験
・ 自己チェックリストの体験
参加費　無料
定員　40名程度
申込・問い合わせ先　養護老人
ホームたつの荘（☎62-0011）

専門医師による
「もの忘れ相談」を実施

　「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、揖保川病院のも
の忘れ相談医が相談に応じます。
とき　11月26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
方やそのご家族
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消費生活 豆知識 Point

農林水産省からお知らせです
☞

　農林水産省では、不審な食品表示を見かけたり食品表示に疑問がある場合に、
広く国民の皆様からの情報提供を受け付けるホットラインを開設しています。

ご存知ですか？　食品表示１１０番

テクテク・テクノ歩こう会

とき　11月８日（土）９時～14時
ところ　テクノ芝生公園東屋に集合
コース　三濃山→感状山→羅漢の
里（紅葉祭り）約10kmの健脚コース
持ち物　タオル、お茶、弁当等
※適切な服装でご参加ください。
申込先　テクテク・テクノ歩こう
会 植田（☎0791-58-1755※18～21時）

御津の森を探検しよう！
in みはらしの森 ○秋

とき　11月８日（土）９時30分～12
時（予定）
ところ　みはらしの森（御津中学
校側）駐車場に集合
対象者　小・中学生
定員　30名
参加費　200円（当日持参）
持ち物　飲み物、筆記用具、雨具
服装　長袖・長ズボン・帽子・運
動靴
※ 雨天時は御津公民館でクラフト作り
主催・申込先　ＮＰＯハートヴェ
ルニ 茂

も み

見（☎090-6606-4302）又は
髙部（☎090-7113-7081）

第 14 回霞城館
三木露風コンサート

とき　11月16日（日）13時30分～15
時（開場13時～）
ところ　霞城館２階ホール

出演　ソプラノ：林 裕美子、ピア
ノ：丸山 聡美、朗読：伊藤 恵美
入場料　無料
主催　霞城館友の会

▼（公財）霞城館（☎63-2900）

法務局での登記相談が
予約制になります

　待ち時間なくご相談いただける
よう不動産及び商業・法人登記に
関する相談が予約制になります。
希望される方は事前に電話等によ
り相談日時を予約してください。
予約受付開始日　11月４日（火）
　詳細は、神戸地方法務局ホー
ムページ（http://houmukyoku.
moj.go.jp/kobe/frame.html）を
ご覧ください。
予約・問い合わせ先　神戸地方法
務局龍野支局（☎63-3221）

11 月は「労働保険適用
促進強化期間」です

　社員・従業員・アルバイトな
ど、労働者を１人でも雇い入れた
事業主は、労働保険（労災保険・
雇用保険）の加入手続きをして、
労働保険料を申告・納付すること
が義務付けられています。
　未手続きの事業主は、最寄りの
労働基準監督署又は公共職業安定
所まで連絡してください。詳細は
兵庫労働局ホームページ（http://

hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.
go.jp/）をご覧ください。

▼ 姫路労働基準監督署（☎079-
224-1481）、龍野公共職業安定所（☎
62-0981）

家庭不用品交換情報コーナー

※10月６日時点の登録品です。
「譲りたい品物」
○木製ベッド

「譲ってほしい品物」
○ 第一仏光保育園 体操服、スモッ

クほか（80cm～）
○ 半田小学校 体操服、制服ほか
（男児用110cm、男児用及び女
児用130cm～）

○チャイルドシート
○ ま あ や 学 園  制 服（ 女 児 冬 用 

110cm）
○ 小宅小学校 男児半ズボン、女

児スカート、体操服（いずれも
145cm～）

○ 子ども用自転車（24インチ男児用）
○ 揖保川中学校体操服上下Ｌサイ
　ズ（半袖半ズボン、長袖長ズボン）
※ 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）

▼たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

農林水産省 近畿農政局 姫路地域センター
☎０７９－２８１－３６９４
受付時間：平日８時30分～17時15分

食品表示１１０番までお電話ください～例えば～
不審な食品表示を見かけたのですが・・
この野菜、産地が表示されてないけど・・
食品表示のことで聞きたいのですが・・

正しく表示
してるかな？



＜揖保川地域＞
　㈲長田設備工業  （☎72-2469）
＜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
昼間（☎322-1251）
夜間（☎322-0439）

※９月16日～ 30日届出分で、 掲載に
同意を得ている方々です。（敬称略） 

坂上　洋子　御津町室津　９/10（77）

満田　ふじ　揖西町小神　９/11（98）

三井　辰美　新宮町船渡　９/18（88）

谷口　　齋　新宮町篠首　９/18（81）

折尾　治男　揖保町中臣　９/20（81）

横川　正人　御津町苅屋　９/20（56）

三宅八重子　御津町釜屋　９/22（83）

松野　貞夫　御津町黒崎　９/24（88）

山本　忠司　御津町中島　９/25（96）

増田　孝子　御津町苅屋　９/26（83）

　 名　前　　　住　所   　  死亡月日   （年齢）
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人権相談

とき　11月12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）

11 月の行政相談

〈龍野〉
とき　11月11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　11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　11月18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）

今月の市税

市県民税（普通徴収分）
　第３期分
国民健康保険税（普通徴収分）
　第４期分
納期限　10月31日（金）
納付場所　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。詳細は税務課へお問い合わ
せください。

▼税務課（☎64-3144）

　ふれあいこみち
　（JR 播磨新宮駅舎）
　11 月の展示

　公民館サークル（洋裁リフォー
ム、写真）、三木喜雄（洋画）、名
朗会、播磨高原東小学校児童の作
品を展示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

 ふれあい橋ギャラリー
　（JR 竜野駅跨線橋）
　11 月の展示

　竜野駅周辺地区活性化事業実行
委員会によるフォトコンテストに
寄せられた市内のＪＲ山陽本線の
風景写真を展示します。

▼○揖 地域振興課（☎72-2525）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　11 月の展示

　苅屋保育所４歳児の絵画を展示
します。

▼○御 地域振興課（☎322-1001）

図書館からのお知らせ
〈11 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）
８日（土）・15日（土）
11時～11時20分

『みんな　おおあくび』
読書会（一般）
14日（金）10時～11時30分

『長い長いお医者さんの話』カレ
ル・チャペック著
こどもの本を読む会
13日（木）10時～11時30分

『想い出のエドワード・トマス』エ
リナー・ファージョン著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
10日（月）・24日（月）・30日（日）
11時～11時20分

『バルンくん』ほか
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）
10時15分～10時45分

『ブレーメンのおんがくたい』ほか
揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん（３～５歳児、保
護者）
15日（土）・22日（土）
10時30分～10時50分

『三びきのやぎのがらがらどん』ほか
おはなしのじかん（小学生以上～）
15日（土）・22日（土） 
11時～11時30分

「三枚のお札」ほか
読書会（一般）
21日（金）10時～12時

『流れる星は生きている』
藤原 てい 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

『わにがまちにやってきた』ほか
読書会（一般）
11日（火）13時30分～15時30分

『蛍の航
こうせき

跡』 帚
ははきぎ

木 蓬
ほうせい

生 著

ご冥福をお祈りします

休日・夜間
水道当番（緊急時）11月


