
たつのフォトニュース

カ ラ でメ こ ん に ち は

たつの市音楽協会演奏家による生演奏
（揖西西小学校）

3
1

　ノルディックウォーク愛好家が市内外から約50名集い、公認指
導員の藤川真司先生から、ノルディックウォークの実技指導を受
けました。天気にも恵まれ、汗ばむ陽気の中、新型コロナウイルス
感染症対策を心掛けながら、市内の名所を巡る約５キロのコース
を歩きました。

　神岡幼稚園の園児が、愛宕山を目指してお別れ遠足に出発し
ました。5歳児が4歳児に「気を付けて！」と声を掛ける姿もあり、ず
んずん登って山頂近くの神社に到着！「小学校が見える！」「僕の
家はあっちや」などと神岡町が一望できる景色を楽しみました。お
いしいお弁当にも大満足し、思い出に残る楽しい1日になりました。

市長を表敬訪問
～西播磨ガールズ～ （市役所大会議室）
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　市音楽協会所属演奏家による出前授業を実施しました。それ
ぞれの楽器の説明を聞いた後、実際に教科書掲載のクラシック鑑
賞曲などを生演奏で聴きました。児童たちは、目の前で演奏家が
奏でる美しい音の響きに聴き入っていました。

3
17 輪投げ遊び楽しいな！

(誉田ふれあい公園)

　野生動物による食害のため、防災機能が低下した森林の整備
を行いました。12月から活動を開始し、地域住民が中心となって、
樹木の伐採・整理、郷土広葉樹の植栽や植生防護柵を設置する
などし、森林環境の向上に寄与しました。
　本事業を通じて眺望が改善された城山を活用し、城山城のPR
にも今後取り組んでいきます。

　大阪府堺市で３月13日～14日に開催される「ＪＦＡ Ｕ‐12ガールズ
ゲーム2020関西第37回関西少女サッカー大会に「西播磨ガー
ルズ」が兵庫県代表として出場するに当たり市長を表敬訪問さ
れました。選手たちは、優勝を目指して頑張ると意気込みを語っ
てくれました。

　誉田こども園舎の跡地に作られた誉田ふれあい公園で、親子
が自由に気軽に遊べるよう、地域の団体が見守りました。夢中に
なって遊んだ輪投げは、100発100中でした！

住民参画型森林整備事業
城山の整備を行いました （城山（新宮町下野田））
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1 ノルディックウォーク講習会を開催

（粒坐天照神社）
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25 愛宕山にお別れ遠足

（愛宕山）
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酒味屋 おおとり ７５-４３８４

志んぐうの郷 ７５-５７５７

千本本陣 ７５-５７００

大黒屋丹治 ７５-２１１８

たつの市 国民宿舎 志んぐ荘 ７５-０４０１

鉄板焼・一品 悠 ７５-５４００

永谷お好み焼店 ７５-１６２７

ＢＵＳ亭 ６０-２５２８

八角亭 ７５-０７２８

ファミリープラザ みつわ ７５-２８６３

本格讃岐うどん 将 ７５-４８１６

本家かまどや 新宮店 ７５-１３４０

Montana ７５- ５０００

焼肉 徳山 ７７-０２４８

ロックカフェモーリスガレージ ０８０-８３１４-１１１８

和ごころ 福久 ７６-０３６５

理容・美容室

ヌーベル美容室 ７５-２４４３

ヘアーメイク フレーバー ７８-０６８１

ヘアーメイクワシントン新宮店 ７５-５５１１

堀理美容室 ７５-２２７３

理容UEDA ７５-１２３３

専門店・小売店・コンビニ

井口金物 ７５-０１０３

内海石油㈱ ７５-０３９１

㈱内海電化ハウス ７５-０１２８

お肉のぶっちゃー ７５-２２０７

㈲加津美スポーツ店 ７５-２０２２

㈱喜多村 ７５-２００６

キノシタヤ薬局新宮店 ７５-３８２４

木南書店 ７５-０１５８

㈱銀ビルストアー プチマルシェ新宮店 ７５-３５２２

クリーニングブーケ 新宮店 ７５-４５８４

ゴダイドラッグ新宮店 ７６-０１０１

三和輪業社 ７５-００３６

㈱ J・McCoy 上田農園 ７５-２２１７

㈲志水美粧堂薬品 ７５-０１３４

吹田屋精肉店 ７５-２１２５

セブンイレブンたつの新宮町新宮店 ７５-１７１１

ダスキン 赤とんぼ ７５-２２１２

つたや 井戸商事㈲ ７５-００６５

堂野建材㈱ ７５-１２８２

肉の山喜 ７５-１１１１

㈲西林サービス ７５-０３６９

秦食料品店 ７５-００３４

ファミリーファッション ナガイ ７５-０３７２

福島精肉店 ７５-２０４０

ブティック ケイ ７５-００７５

ボーカル楽器 ７５-０３８３

ホリヨシ電器 ７５-０５９５

道の駅しんぐう ７５-０５４８

㈱村田住設 ７５-０１５６

㈲元川製畳 ７５-１２２４

柳原農機㈱新宮営業所 ７５-０４４９

洋品化粧品 キムラヤ ７５-００７８

読売センター播磨新宮 ７５-５１２３

ローソン新宮井野原店 ７５-２８２６

ローソン新宮栗町店 ７８-０００５

ローソン新宮吉島店 ７７-１６１６
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グルメ・飲食店

天の川 ７２-２２３４

飴菓子処 今昔庵 ７２-２１６４

居酒屋 ごん ７２-７５５１

エフ シャープ ７２-２１１９

お好み焼 大ちゃん揖保川店 ７２-７２２７

伝説のたこ焼き ７２-６０６１

Trattoria da Luca ６０- ２３３４

㈲播磨の里 相生店 ７２-５７７５

Blend ブライダル喫茶 ０９０-８５３９-６７８７

ほかほか弁当 揖保川店 ㈲井河原フーズ ７２-３１６８

㈲ボンジュール ７２-３６１３

㈱森口製あん ７２-２１０６

焼肉力 相生店 ７２-６４３２

焼肉レストランよりよい ７２-７７１１

らーめん八角 駅前店 ７２-６３３０

料理教室 ７２-６６１３

レストハウス ＹＡＭＡ ７２-２３２０

レストラン こなか ７２-３４６１

レストランうかいや 東相生店 ７２-３１１３

理容・美容室

あき美容室 ７２-３６２１

床屋さん なかせ ７２-３８８８

専門店・小売店・コンビニ

新井鶏肉店 ７２-３３４７

稲葉電器 ７２-５１８０

揖保川書店 ７２-５７２２

ウ・ヴラージュ（手芸・生地） ７２-３１５６

うかいや東相生給油所 ７２-２５４１

クリーニングブーケ 揖保川店 ７２-６１９８

ＫＣＳセンター揖保川 ７２-３００２

新鮮組こだわり隊 ０９０-２１０６-５５０３

セブンイレブンJR竜野駅前店 ７２-７２５５

竹田農場 ７２-５０５７

㈲中谷商店 ７２-２０５５

㈱はりま ７２-４３８０

ファミリーマート揖保川原店 ７６-５００７

ファミリーマート山津屋店 ７６-５５７０

フォトスタジオコスモ ７２-７０７３

ブティック タツミ ７２-２００８

ヤマイ醤油㈱ ７２-２６３６

ローソンたつの新在家店 ７６-５１１５
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グルメ・飲食店

江戸春 ３２２-３４７２

大阪屋 ３２２-０１２４

お好み焼き さくら ３２２-２８８１

オパトカ ０９０-５０４６-０８１０

懐石宿 潮里 ３２２-１２１２

割烹 いぐち ３２２-０３９５

カフェ Hana ３２２-８７８７

cafe rest TIARA ３２４-０２８２

かもめ ３２２-００２８

きむらや ３２４-０００７

こばとぱん ２５８-８２８４

さかな道楽 御津店 ３２２-３９３１

さくら茶屋 ３２４-１６２７

シーサイドみゆき ３２２-０２０７

仕出し・弁当 まつや ３２２-３９４７
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新舞子ガーデンホテル ３２２-２２３１

住栄丸 ３２４-０３５１

瀬戸の浜 ３２２-２８８２

千鳥亭 ３２２-２９５５

津田宇水産 ３２４-０９１８

手打うどん 源太 ３２２-０２２１

天空 ３２４-０７０１

名田忠山荘 ３２４-０８４０

㈲はりま御津うまいもんネット ３２２-９１９１

Beach House 海岸物語 ３２２-０００８

フルール ３２２-３６３７

ベニット ０８０-５７０２-６７６６

舞子館 ３２２-０１１８

まるよし ３２４-００１５

道の駅みつ ３２２-８５００

道の駅みつ ととなや（魚菜屋） ３２２-８５００

室津センター みなと茶屋 ３２４-０００１

焼肉えにし ２２７-６９６９

よし乃 ３２２-２３９５

露苑御津店 ３２２-４１８８

理容・美容室

荒木理容所 ３２２-０３２１

みゆき美容室 ３２２-１８５３

専門店・小売店・コンビニ

網元 桝政 生牡蠣直売所 ３２４-０２５８

石の店 山陽石材㈲ ３２２-３６１６

ウエルシア たつの御津店 ３２２-８０２８

エディオン 御津店 沖田電器 ３２２-３２８２

柏山商店 ３２４-００４０

きたの手芸店 ３２２-２５６５

ゴダイドラッグ御津店 ３２２-９０００

セブンイレブンたつの御津町釜屋店 ３２２-２８６８

㈱ダイワ 御津営業所 ３２２-００３５

㈱高島石油店 ３２２-０２８５

ダスキン御津 ３２２-１９７７

津田水産 ２８７-８２９９

長尾種苗店 ３２２-１３４０

中村商店 ３２４-００５１

なぎさ商店 ３２４-００３８

㈲にしだ ３２２-０００４

のりくら文具店 ３２２-０２０９

浜本米穀店 ３２２-１１９１

ビューティショップオオニシ ３２２-１５７１

フライボードショップ アクアライズ ０９０-３７１４-３４０７

マックスバリュ西日本㈱御津店 ３２２-２５９６

円尾自動車 ３２２-０８０２

ミタ石材 ３２２-０４８８

㈲御津電機商会 ３２２-０３０１

ミツバ商事㈱ ３２２-１２４５

未来工房 ３２４-０３０６

吉田水産㈱ ３２４-００６１

 

たつのふるさと応援商品券 取扱店　※地区及び業種別５０音順（３/５現在登録店） 随時、取扱店を募集しています。最新の取扱店については、
たつの市のホームページでご確認ください。
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