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広報たつの

行　政  
家屋調査にご協力を

　平成28年度の固定資産税・都市
計画税の課税のため、家屋の現況
調査を行っています。平成27年１
月２日以降に、新築・増改築した
家屋を所有されている方は税務課
資産税係までご連絡ください。
　なお、平成27年中に取り壊した
家屋は平成28年度からは課税され
ませんので、登記・未登記にかか
わらず連絡してください。

▼税務課（☎64-3146）

徴収事務を委託

　市民サービスの向上や事務処理
の効率化のため、次のとおり事務
を委託しました。
委託期間　平成28年３月31日まで
下水道等使用料の徴収事務（揖保
川町の一部、御津町）
委託先　西播磨水道企業団

▼下水道課（☎64-3168）
市一般廃棄物最終処分場の一般廃
棄物処理手数料の徴収事務
委託先　中井奥垣内自治会
犬の登録・鑑札交付・再交付手数
料、狂犬病予防注射済票の交付・
再交付手数料の徴収事務
委託先　［市内動物病院］揖保川動
物病院、上月動物病院、寺田動物
病院、どい動物病院龍野エルザ、
ふくしま動物病院、前田獣医科医
院
［市外動物病院］エルザ動物医療セ
ンター、オガワ動物病院、上郡動
物病院、クオール動物病院、グリー
ン・フォレスト動物病院、篠田動
物病院、太子動物病院、タナカ動
物病院、とべ動物病院、なかおか
動物病院、中川動物病院、ながみ

動物病院、姫路エルザ動物病院、
平山獣医科医院、山田獣医科病院、
ワールド動物病院

▼環境課（☎64-3150）

イベント  

地域で応援！
婚活応援団講座

　「真剣に出会いや結婚を望む若
者を応援したい」という思いを持
つ市民の皆さんのための講座を開
きます。
　多数の婚活イベント開催の実績
を持つ講師が、具体的にどうした
らいいのか、体験を通してやり方
を分かりやすく伝授します。現在
活動中の方も参加できます。
とき　６月28日（日）10時～
ところ　市役所分庁舎ホール
テーマ　「参加者目線で行う婚活
イベント」
講師　「えんむす日」運営委員会代
表　堂野 能伸 氏　
対象者　市内在住・在勤の方
定員　20名程度
申込方法　電話受付

▼児童福祉課（☎64-3153）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

わくわく親子講座
「いい親になるより幸せな親にな
ろう」
とき　６月２日（火）・17日（水）10
時～
ところ　はつらつセンター２階
講師　石堂 美紀代 氏（ＮＰＯ法
人　子育てサポート☆きらりing
顧問）

▼龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）

「食べ物のおはなし」
とき　６月９日（火）10時～
ところ　揖保川公民館２階
講師　西林 千鶴 氏（たつの市在
住料理研究家）

▼揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「子どももママも幸せいっぱい！
子育て術」
とき　６月10日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階
講師　長谷中 りえ 氏（ハートフ
ルセッションコーチ）

▼御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
わくわくひろば
「４・５・６月生まれ誕生会」
とき　６月19日（金）10時30分～
ところ　新宮こども園内
内容　民生児童委員による紙芝居
他

▼新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
６月の絵本の読み聞かせ
新　宮：９日（火）10時30分～
御　津：16日（火）11時30分～
揖保川：17日（水）11時～
龍　野：23日（火）11時～
子育て夢相談
　専門家による子育て相談です。
とき　６月１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
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サタデーナイト
ロビーコンサート vol.53

　アマチュア音楽グループによる
ライブ音楽を気軽に楽しむイベン
トを開催します。
とき　６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　白川ＪＡＺＺ研究所
（ジャズ）、ひとつ山こえてみよう
会（フォークソング）
※ 次回は８月２日（日）にアクア
ホールで開催予定です。

▼赤とんぼ文化ホール（☎63 -
1888）

「いひほ講座」

　今年度は「播磨国風土記1300年」
をテーマに４回の講座を開催しま
す。会員でない方も参加できま
す。（事前申込不要）
とき　６月20日（土）14時～
ところ　揖保川公民館
演題　「風土記の書写と伝播」
講師　垣内 章 氏（宍粟市歴史資
料館）
参加費　200円

▼いひほ学研究会（☎323-3171）

募　集  
ドイツ語講座（初級）

～簡単な会話から始めましょう～
とき　６月11日・18日・25日・７
月２日・９日（全５回毎木曜日）　
14時～15時30分
ところ　産業振興センター２階研
修室
講師　山口 喜子 氏
定員　15名程度（先着順）
参加費　3,500円（資料代等）
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）

人権ポスター・作文・標語
を募集

　すべての市民の人権が尊重され
る、ふれあい・結びあいのまちづ
くりをめざし、８月の「人権文化
をすすめる市民運動」の展開にあ
わせ、人権に関するポスター・作
文・標語を募集しています。
資格  市内在住・在勤の方
規定  ①ポスター：４つ切り画用
紙、着色具・文字の挿入は自由②
作文：400字詰原稿用紙３枚程度
③標語：様式は自由
表彰  優秀作品については、８月
２日（日）の「人権文化をすすめる
市民運動」中央大会で表彰します。
その他  ①未発表の作品のみ②作
品に住所・氏名（ふりがな）・電話
番号・年齢を明記③入賞作品は、
人権作品集等への掲載や人権啓発
のための展示・資料として活用す
る場合があります。また、活用に
あたり、加筆や修正等の変更を依
頼することもあります。
締切  ６月12日（金）
応募・問い合わせ先  人権教育推
進課（☎64-3182）

「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　７月23日（木）観音寺市琴
弾公園（銭型砂絵）と食事会
集合場所　ジュネスしんぐ
集合時間　８時50分

「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　７月４日（土）10時～
介護技術講座「口腔ケア」

揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
とき　７月23日（木）10時～
脳を活性化シナプソロジー体験

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

★七夕においしいトマト料理体験
とき　７月７日（火）10時～14時
募集人数　24人（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　
★魚のつかみどりと漁師料理体験
とき　７月30日（木）10時～14時
募集人数　30人（先着順）
持ち物　軍手・エプロン・三角
巾・手ふき・筆記用具　　　　
参加費　大人1,500円、小・中学
生800円、幼児300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。

▼道の駅みつ体験学習室（☎322-
8020）

河川愛護モニターの募集
～揖保川を優しく
見守って下さい～

期間　７月１日（水）～平成28年６
月30日（木）
応募資格　市内で揖保川沿いにお
住まいの20歳以上の方
募集人員　若干名
謝礼　月額4,500円程度
応募方法　姫路河川国道事務所に
備え付けの応募用紙を提出
ホームページからダウンロードも
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可能
応募締切　６月12日（金）
応募・問い合わせ先　国土交通省
姫路河川国道事務所河川管理第
一課（☎079-282-8505）龍野出張所
（☎62-0262）ホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/
himeji/

お知らせ  
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、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　６月25日（木）13時30分～16
時30分（受付13時～）
ところ　新宮総合支所相談室
相談機関　ハローワーク龍野
定員　３名（１人約50分）
申込方法　６月18日（木）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（☎6 4 - 3 2 0 4、
FAX63-0863）

身体障害者相談

とき　６月12日（金）10時～12時
ところ　揖保公民館研修室、揖保
川公民館応接室
対象者　市内在住の身体障害のあ
る方又はそのご家族
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）

若者就職サポート相談会

　仕事についての悩みを抱える若
者やその保護者等を対象に、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

　

自動車税の納期限は６月１日（月）です。自動車税の納期限は６月１日（月）です。自動車税の納期限は６月１日（月）です。

　納税はお近くの銀行・農協などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局

（原則として近畿２府４県内）、兵庫県指定のコンビニエンスストア（全

国の店舗）または県税事務所で６月１日（月）までにお忘れなく！

－兵庫県西播磨県民局龍野県税事務所－

課税第１課（☎0791-63-5130）

せんか。
とき　６月17日（水）10時～、11時
～、13時～
ところ　産業振興センター（龍野
町堂本38-1）
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　事前に電話でお申込みくだ
さい。（予約優先）

▼商工観光課（☎64-3156）

狩猟免許試験等のお知らせ

　狩猟免許とは、狩猟期間中にシ
カやイノシシを捕獲するのに必要
な資格です。県や市の許可を受け
て実施する有害鳥獣捕獲にも必要
です。
【狩猟試験】
免許の種類　網猟・わな猟・第一
種銃猟・第二種銃猟
１回目

申込期間　６月８日（月）～26日（金）
試験日　７月25日（土）９時40分～
試験会場　兵庫県立姫路労働会館
２回目

申込期間　７月27日（月）～８月14
日（金）
試験日　９月９日（水）９時40分～
試験会場　兵庫県立姫路労働会館
【狩猟免許更新講習及び適性試験
（免許更新者対象）】
とき　７月３日（金）13時30分～

～自動車税についてのお願い～

ところ　新宮ふれあい福祉会館

▼西播磨県民局光都農林振興事務
所森林林業課（☎0791-58-2348）
【初心者講習会】
　（一社）兵庫県猟友会主催で、こ
れから狩猟免許試験を受験される
方を対象に、知識・技能に関する
初心者講習会が実施されます。（事
前申込が必要）
とき　○網猟、わな猟：６月６日
（土）、８月１日（土）９時30分～
○第一種銃猟、第二種銃猟：６月
13日（土）、８月22日（土）９時30分
～
ところ　兵庫県中央労働センター

▼（一社）兵庫県猟友会（☎078-
361-8127）

新規学校卒業者
求人取扱説明会

とき　６月２日（火）14時～15時30
分
ところ　龍野経済交流センター大
ホール（龍野町富永702-1）
対象者　龍野所管内事務所（相
生・赤穂出張所を含む）の事業主
及び人事担当者
内容　学卒求人申込手続き、採用
選考にかかる留意点等についての
説明

▼姫路公共職業安定所学卒部門
（☎079-222-4690）
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地域 地区 氏　名 担　　当　　地　　区 地域 地区 氏　名 担　　当　　地　　区

龍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野

龍
野

谷　知佐子 北龍野、龍野新町、門の外・柳原、上川原、旭町、水神町、下川原

揖
　
　
　
　
保
　
　
　
　
川

半
　
　
田

曽谷　　都 半田、町屋
母里　育子 大手、福の神・立町、本町、川原町、上・中・下霞城、日山 髙野　園果 野田
柴田　孝子 日山河原 森本　晃子 新在家
和田　文子 日山山下、日山住宅 髙礒　恭子 ベルタウン

小
　
　
　
　
宅

藤井美知子 島田、サンライフ龍野、中井、片山川向、中井奥垣内 佐藤　京子 新在家南・ハイタウン・桧皮田
小寺　慶子 中村 八尾　　紫 養久
河野　妙子 日飼 藤田　和恵 本條、本條東雲台、朝日ヶ丘、春日丘
小林　裕子 末政 西嶋加代子 二塚、片島
原田　明美 片山小宅台、宮川町 梶　千代子 青葉台
加藤五津子 片山

神
　
　
　
部

グリーンハイツ
三谷せつ子 本竜野、ロワイヤル本竜野、宮脇 山口　啓子

正條德富みどり 堂本 松本妃都美
中野　悦子 堂本、富永１・２丁目 秋本　靜惠
井戸真由美 堂本 菅原実加子

山津屋久保田文保 富永 3丁目 堀本　祐子
西村　早苗 中村、小宅北 孝橋　友子
谷口登志子 四箇、大道 玉木　佳代 竜野駅前
長谷川幸子 上富永、中村 山村眞知子 黍田
狭間美幾子 富永 4丁目 山下つや子 原、大門

揖
　
　
西

井口　順子 清水新、清水、佐江、前地、芦原台 中山ゆかり ひばりケ丘
谷口　知子 新宮、菖蒲谷、土師１・３丁目 加藤　正子 神戸山
松本ふさ子 竹万、田井、構、小犬丸、龍子、南山 3丁目 堺　　達美 神戸北山
加瀬ゆり子 北山、長尾、北沢、住吉、尾崎、小畑、竹原

河
内

横田小夜子 馬場
中塚美惠子 土師２・４丁目、家畜改良センター 西田　紀子 金剛山、浦部、大久保
前田喜久子 南山 1・2・4丁目 中山久美子 袋尻、上袋尻、市場
松本千賀子 中垣内、みどり野

御
　
　
　
　
　
　
　
　
津

御
　
　
　
　
津

青山　政子 朝臣
山田　伸子 小神、末広台 新井裕見子 加家
橋本　梅子 龍野地域全域 新井多嘉代 片

揖
　
保

北村　静子 栄、門前 箕田裕香子 稲富
坪田　敬子 山下、西構 井上　智子 伊津
山本美智子 松原 野中富貴子 岩見港
佐用　和代 中臣 堀　　初枝 東釜屋
前田由美子 揖保上、揖保中、今市 市原　泰子 東釜屋
井上由美子 東用、萩原、真砂 三輪　豊子 西釜屋

誉
　
田

西田美代子 広山、広山県営住宅 塩谷　紀子 黒崎
佐々木清美 高駄、上沖、上福田 勝間　恵子 苅屋
黒田登志子 誉、長真 吉田ひとみ 御津新町
上田つや子 下沖、片吹、井上 田中　京子 山王
冨士原順子 福田、福田団地 肥塚　康子 中島
秦　伊津子 内山、上福田 野間　結花 碇岩

神
　
岡

石井加代子 東觜崎 藤井　優子 栄町
森岡　浩美 筒井、奥村、沢田 1・2

室
　
津

森下　弘子 室津 1区
杉本惠美子 上横内、横内、北横内、西横内、入野、寄井 岡田真智子 室津 2区
津田　全乃 西鳥井、東鳥井、田中、東田中、追分、野部 小嶋　昭子 室津 3区
深田美智子 小那田、本郷寺 中田　博美 室津 4区
玉田美佐代 大源寺、大源寺住宅 2・3、大住寺

新
　
　
　
　
　
　
　
宮

西
栗
栖

清水　民子 牧、奥小屋、下莇原
福本　由子 時重、鍛冶屋
髙野　真澄 栗町、角亀

廣政　直子 播磨光都 21、光都 2-3 会、4期会、その他光都地区、二柏野、
上莇原

東
栗
栖

池谷　明美 福栖
市原眞智子 千本
藤田美智代 善定
内海　佳子 平野、能地
岸本満知世 大屋、芝田

香
　
島

田中　博子 香山
木南江都子 篠首
觀田　幸美 吉島
森本　淳子 下笹
母里智惠子 上笹 1区・2区・3区

新
　
宮

八木智恵子 下野、宮内
芳野　玲子 北新町、元町、東町
青木貴美子 西町、新宮新町、横町
北川　睦美 新宮立町、砂子
三宅　福子 浦町、井野原、曽我井

越
　
部

尾藤　律子 船渡、觜崎
喜多村みゆき 北村、佐野
福岡　直美 仙正
長谷川とみ子 下野田、中野庄　　　
上原　由美 馬立、市野保
家納たづ子 段之上

　母子・健康推進委員は、子どもたちの健やかな成長を見守り子育て支援をしています。また、市民総合健診の
受診の声かけをするなど子どもから大人への健康づくりのお手伝いをしています。お気軽に声をかけてください。

子どもたちの健やかな成長と
地域の健康づくりをサポート！母子・健康推進委員さんを紹介します母子・健康推進委員さんを紹介します母子・健康推進委員さんを紹介します母子・健康推進委員さんを紹介します母子・健康推進委員さんを紹介します母子・健康推進委員さんを紹介します

おもな活動内容
★生後２か月頃の赤ちゃんを持つ家庭に訪問

★ 1歳児の幼児を持つ家庭に訪問（新規）

★乳幼児健診・相談のサポート  ★市民総合健診の勧奨 
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☞

▼たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

消費生活 豆知識 Point

生活習慣病教室

とき　６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　「目のトラブル『飛蚊症』
は何のサイン？」
講師　たつの市民病院視能訓練士
※事前予約不要

▼たつの市民病院（☎322-1121）

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　６月20日（土）19時～21時
ところ　揖保川公民館
演題　「たつの市の伊能忠敬の足
跡を訪ねて」
講師　高塚 洋 氏（ふるさとひょ
うご創生塾・マイスター）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

「龍吟の会」創立105年記念
城下町コンサート

とき　５月30日（土）13時～
ところ　旧脇坂屋敷（龍野町中霞城）

入場料　無料

▼尺八・箏「龍吟の会」森川（☎62-
1824）

夜間電話法律相談

　弁護士と精神保健福祉士による
電話相談を実施しています。
電話番号　078-341-9600（相談日
のみの特設電話）
相談日・時間　第２・第４日曜日
17時～21時
相談内容　解雇、多重債務、生活
保護、家庭の問題など
相談料　無料
予約不要

▼兵庫県弁護士会（http://www.
hyogoben.or.jp）

家庭不用品交換情報コーナー

※５月11日時点の登録品です。
※下線のものは有料（要相談）
「譲りたい品物」
〇小型シルバーカー（老人歩行用
手押車）
○赤穂高校 カッターシャツ（男子
用170cm）
○エレクトーン（黒・取扱説明

書・イス有）
○女児用自転車（濃ピンク・24イ
ンチ）
「譲ってほしい品物」
○まあや学園 制服（女児冬用110
㎝）
○まこと保育園 トレーニング
ウェア（120cm）、カバン
○龍野東中学校 制服（女子用160
～170cm）
○子ども服、ズボン（男女110㎝～
130㎝）
○お祝いの席で着用できる服（女
性用９号、M寸）
○半田小学校 制服、体操服（男女
130㎝）
○自転車（16～18インチ）
※ 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）

平成２６年度　たつの市消費生活
センター苦情相談受付概要

受付件数

５３２件

■苦情相談の特徴
年代別

商品別

相談件数

上位の

勧誘商品

相談者の４人に１人が 70歳以上（60歳以上の相談件数は 225件→全体の約半数）

70歳以上は「健康食品」、その他の年代は「有料サイト関連」が最多

出会い系・有料サイト等の高額請求

ＩＰ電話・プロバイダおよび詐欺的利殖（高額投資）

新聞の長期契約や太陽光発電システム

第 1位！　通信販売

第 2位！　電話勧誘

第 3位！　訪問販売



※４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） 

大西　静子　御津町岩見 4/26（91）

中西　國子　龍野町堂本 4/27（85）

　 名　前　　　住　所   　  死亡月日   （年齢）

＜龍野地域・新宮地域
（光都を除く）＞

たつの市水道事業所揖保水源地
（☎67-8806）

※閉開栓の受付は除く
＜揖保川地域＞
中元産業㈱　　　  （☎72-2031）
＜御津地域＞
１～10日　㈱ダイワ

（☎079-272-5341）
11日～20日　ミツバ商事㈱

昼間（☎322-1245）
夜間（☎322-2485）

21日～30日　増本商店
（☎322-0129）
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▼新宮公民館(☎75-0922)

 ふれあい橋ギャラリー
　（JR竜野駅跨線橋）
　６月の展示

　揖保川町半田、神部コミュニ
ティセンター利用者の作品を展示
します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　６月の展示

　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）

図書館からのお知らせ
〈６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）
13日（土）・20日（土）11時～11時20
分
『すずめちゅん』
読書会（一般）
12日（金）10時～11時30分
『一弦の琴』  宮尾 登美子 著
こどもの本を読む会
11日（木）10時～11時30分
『あらしの前』『あらしのあと』 ド
ラ ド・ヨング 著
新宮図書館　☎75-3332
えほんのじかん（２～４歳児、保
護者）
８日（月）・14日（日）・22日（月）11
時～11時20分
『スモールさんはおとうさん』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
「鬼とあんころもち」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
『ぴちゃん　ばしゃん　ざぶーん』
ほか

人権相談

とき　６月１日（月）13時～16時
ところ　市役所１階相談室、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、御津総合支
所２階相談室

▼人権推進課（☎64-3151）

今月の市税

固定資産税・都市計画税
　全期・第１期分
納期限　６月１日（月）
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
ドによる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）

６月の行政相談

〈龍野〉
とき　６月９日（火）９時30分～11
時30分
ところ　市役所１階相談室
〈新宮〉
とき　６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　６月16日（火）13時～15時
ところ　揖保川総合支所１階相談
室
〈御津〉
とき　６月８日（月）13時～15時
ところ　御津総合支所２階相談室

▼総務課（☎64-3142）

　ふれあいこみち
　（JR播磨新宮駅舎）
　６月の展示

　公民館サークル（書道教室・パ
ソコングループ）、富井泰蔵（オブ
ジェ）、富田嘉昭（水墨）、香島幼
稚園児の作品を展示します。

おはなしのじかん（小学生以上～）
13日（土）・20日（土）11時～11時30
分
「七わのからす」ほか
読書会（一般）
19日（金）10時～12時
『オタバリの少年探偵たち』  セシ
ル デイ ルイス 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
『みんなおおあくび』ほか
読書会（一般）
９日（火）13時30分～15時30分
『漂
ひょうさ

砂のうたう』  木内 昇
のぼり

 著

ご冥福をお祈りします

休日・夜間水道
当番（緊急時）６月


