
▶電話予約 ☎  （0791）63･1322 　▶問い合わせ ☎（0791）63･1888
ホームページアドレス　https：//www.tatsuno-cityhall.jp/abh/
Ｅメールアドレス　bunkahall@tatsuno-cityhall.jp

赤とんぼ文化ホール

香島小学校の児童が、勤労体験学習として、学校近くの田んぼで
田植え作業を行いました。子どもたちは、地域の方の指導のもと、田んぼ

に横一列に並び、丁寧に苗を植えていきました。田植えは私にとっても初体験だったの
で、泥に足を取られ、何度かバランスを崩しそうになりましたが、転ぶことはなくカメラは無事で
した。  振
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今後も新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、各公演等の日程が延期（変更）になる場合があります。公演は政府等から発表される感染防止に関するガイドラインに従って実施します。詳しくは赤とんぼ文化ホール・アクアホールの
ホームページをご覧になるか、会場へ直接お問い合わせください。なお、当面の間、ご来館の際にはマスクの着用、体温測定のご協力をお願いします。

ひとり親相談・DⅤ相談  ▶児童福祉課☎64･3153
と　き 　月～金曜日　９時～17時 ところ　●本児童福祉課

妊産婦・子育て相談（妊娠・出産・子育て等）
▶母子健康支援センターはつらつ☎63・5121

と　き 　月～金曜日　９時～１7時
ところ 　母子健康支援センターはつらつ　（はつらつセンター健康課内）

福祉・介護相談  ▶地域包括支援課☎64･3270
と　き 月～金曜日　９時～17時
ところ　●本ふくし総合相談窓口（地域包括支援課内）

教育相談　　 ▶学校教育課☎64･3023
と　き 月～金曜日　９時～１7時 ところ ●本学校教育課

●新災害対策本部、

人権相談　　　 ▶人権推進課☎64・3151
と　き ８月４日（水） 13時～15時　
ところ
相談担当者 　人権擁護委員 ※秘密は厳守します。

●揖２階202会議室

行政相談 ▶総務課☎64･3142

●新地域振興課 ☎75･0251、 ●揖

●本
●揖

地域振興課 ☎72･2525
●御地域振興課 ☎322･1001

 

消費生活相談  ▶消費生活センター☎64･3250
と　き 　月～金曜日　８時30分～１7時１5分
ところ 商工振興課 消費者ホットライン　☎局番なし188

年金・労働相談（兵庫県社会保険労務士会）
▶商工振興課☎64･3158

７月28日（水） 13時30分～16時 ●本新館2階201会議室

龍野健康福祉事務所の相談　※要予約
エイズ・肝炎相談（相談・検査、HIVは無料匿名検査）
７月27日（火）、８月10日（火）
１3時１5分～１4時30分 ▶健康管理課  ☎63・5140
専門的栄養相談
８月16日（月） 10時～11時30分▶健康管理課  ☎63・5677
こころのケア相談（精神疾患、アルコール問題等）
８月６日（金） 13時～15時 ▶地域保健課 ☎63・5687

市内空き家利活用相談
▶空き家相談センター☎78・9220

と　き 日・月・火曜日　９時～16時（予約優先）
ところ 　たつの市空き家相談センター（旧姫路信用金庫

川西出張所）龍野町下川原80

子育て相談（育児・不登校・虐待等）
▶子育て応援センターすくすく☎64・3220

と　き 　月～金曜日　９時～17時
ところ 　●本子育て応援センターすくすく

（児童福祉課内）
※メールでの相談も行っています。→

心配ごと法律相談　 ▶社会福祉協議会
龍野支部 ☎63・5106、新宮支部 ☎75・5084
揖保川支部 ☎72・7294、御津支部 ☎322・2920

（受付状況により人数制限あり）
弁護士相談  ※受付：12時～15時、相談：13時～

７月20日（火）　揖保川総合支所
７月29日（木）　御津やすらぎ福祉会館
８月 ４日（水）　はつらつセンター
８月 ５日（木）　新宮ふれあい福祉会館

公証人相談  ※受付：12時～15時、相談：13時～
７月21日（水）　はつらつセンター

　マイナンバーカード交付等相談（休日開庁日）
▶市民課☎64・3123

と　き ７月25日（日）
7月31日（土）
８月 １日（日）
８月 7日（土）
８月 ８日（日・祝）

※いずれも9時～17時
　（１2時～１3時を除く）
　（事前予約必要）

ところ 市民課

入場料はすべて消費税込み、プログラム・出演者等変更になる場合があります。チケット発売状況により枚数の制限を変更する場合がありますので予めご了承ください。また、チケット売り切れの
際はご容赦ください。「サタデーシネマ鑑賞会」鑑賞券の予約は行っていません。当日会場売り場にてお買い求めください。会場内は飲食禁止ですのでご協力お願いします。
※友の会入会希望の方は両ホールへ 休館日：月曜日、祝祭日、その他臨時休館日

相談日カレンダー（７月15日～）
そ
うだんび

【市外局番】龍　野（0791）
　　　　　新　宮（0791）
　　　　　揖保川（0791）
　　　　　御　津（079） ※●本＝市役所、●新＝新宮総合支所、●揖＝揖保川総合支所、●御＝御津総合支所

ホール情報
■指…全席指定席
  （全席指定のため、お子様を膝の上に抱いてのご鑑賞はできません）

■自…全席自由席　 ■未…未就学児の入場不可　
■■3 …３歳未満の入場不可　

７月15日（木） ９時～11時
７月27日（火） 13時～15時

ホール

新館２階201会議室
２階202会議室

編集後記

　新型コロナウイルスの影響により、市が主催又は共催するイベント等について、中
止や延期になる場合があります。詳しくは、市ホームページの「新型コロナウイルスの
影響によるイベント中止・延期のお知らせ」又は右記ＱＲコードからご確認ください。
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●本

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止・延期について

●司法書士無料相談会
７月24日（土）９時～12時　※予約不要
たつの市産業振興センター第２会議室（龍野町堂本）

▶兵庫県司法書士会西播支部 ☎080・5743・0783

●不動産無料相談会（売買、賃貸、不動産業者等）
８月４日（水）14時～16時　※要予約
　龍野経済交流センター５階（龍野町富永702-１）

※事前に相談内容をご連絡ください。
▶（一社）兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部・山本
☎63・3072（平日10時～16時）

その他で開催される相談会

※奇数月第４月曜日午後に心理士相談を行っています。
  （要予約）

▶電話予約・問い合わせ　☎（0791）72・4688
ホームページアドレス　 https://www.tatsuno-cityhall.jp/aqua/
Ｅメールアドレス　aquahall@tatsuno-cityhall.jp

アクアホール開館20周年記念事業～たつの市ゆかりの音楽家による～

10月23日（土）吉永小百合出演作品特集

８月22日（日）公募出演者によるピアノ演奏会　アクアピアノコンサート

アクアシネマ クラシック

6月26日（土）
HIROMI GO

 

８月14日（土） 「おかあさんの被爆ピアノ」
自

サタデーシネマ鑑賞会

Vol.288　

8月22日（日）【舞台】★ファミリーステージ★
かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ

[開演]
[入場料] 6,600円

[一般発売] ７/23（金・祝）　窓口９：00～/電話・インターネット13：00～

[開演] １回目 11：45（開場11：00）  ２回目 15：00（開場14：15）

昼の部 12：30（開場12：00）　夜の部 16：30（開場16：00）  

■指[入場料] 大人　3,000円／小学生以下　1,500円
※２歳以上有料。
２歳未満は保護者１名につきお子様１名まで膝上観賞無
料。ただし、お席が必要な場合は有料。

※コロナ禍で座席は前後左右の間隔を空けています。

①10：00　②13：00　③16：00　[113分]　各回入替制

※鑑賞チケットは当日会場にてお買い求めください。 ※満員の際は入場を制限させていただく場合がございますので予めご了承く
ださい。

[鑑賞料] 一般800円／高校生以下（3歳以上）500円
[監督・脚本] 五藤利弘
[出演] 佐野史郎/武藤十夢/森口瑤子ほか

・新型コロナウィルス感染症予防のため人数制限をいたします。
（収容定員の５０％以内）
※赤とんぼ文化ホールサタデーシネマ鑑賞券はご利用できません。

■指

■指

「上を向いて歩こう」

「青い山脈」
出演：吉永小百合、坂本九、高橋英樹、浜田光夫ほか（92分）

出演：吉永小百合、高橋英樹、浜田光夫ほか（96分）
（開場12：00）　①13：00～14：32　「上を向いて歩こう」
　　　　　　 ②14：45～16：21　「青い山脈」

２本立て・入替なし

[鑑賞料金] ■■3前売　800円／
当日　1,000円

[開演] 12：30（開場12：00）

[開演] 14：00（開場13：30）

[出演]　三木香代（ピアノ／特別出演）、白石愛子（メゾソプラノ）、石坂
美佳（フルート）、小西応興（ヴィオラ）、久保田裕美（フルート）、井口英樹
（オーボエ）、山内静（クラリネット）、木村文子（ホルン）、野崎実果（ファ
ゴット）、岩崎宇紀（ピアノ）

［入場料］ 1,000円

［入場料］ 無料

発売中

好評発売中

好評発売中

好評発売中

８月29日（日）
第10回アクアきらめきコンサート　

 未6,500円
[開演]
[入場料]

昼の部 14：00（開場13：15） 夜の部 17：30（開場16：45）
■指

 未■指

 未■指

共催公演9月14日（火）
山本譲二・伍代夏子・市川由紀乃
スペシャルコンサート～明日を信じて～
※3月31日（水）に予定していました振替公演です。

※コロナ禍で座席は前後左右の間隔を空けています。 振替公演

・新型コロナウィルス感染症予防のため、入場には整理券が必要です。

▶一般窓口８：30～18：00　チケット発売日初日のみ　窓口９：00～、電話・インターネット13：00～

・新型コロナウィルス感染症予防のため人数制限をいたします。
（収容定員の５０％以内）

お気軽にスタインウェイの音色をお楽しみください。

8月14日（土）
８月15日（日）
８月21日（土）
８月28日（土）
８月29日（日）

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、中止する場合があります。
その際は、市ホームページにてお知らせします。

10月28日（木） 三山ひろしコンサート2021　～歌の宝石箱～ 共催公演
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