
ひまわり美容室は一人暮らしの方や
車の運転が出来ない方の

送迎サービスも行っております。
町外にお住まいの方も予約時に
お気軽にお問い合わせください。

たつの市揖西町北山479-5
予約優先制

ひまわり美容室ひまわり美容室

カット￥3,850
パーマ（C込）￥9,350～   カラー（B込）￥5,900～

広
告

広
告

サタデーシネマ鑑賞会

相談日カレンダー（１月15日～）
※●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

【市外局番】龍　野（0791）
　新　宮（0791）

揖保川（0791）
　御　津（079）※ 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

ますので、事前にご確認ください。

ホール情報
■指 …全席指定

（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　■未 …未就学児童の入場不可　
■■3↓…３歳未満の入場不可　

　新型コロナウイルスの影響により、
市が主催また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」または右記QRコード
からご確認ください。

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
１月28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
（月～金、９時～17時 ※祝日除く）

●不動産無料相談会（売買、賃貸、不動産業者等）
２月１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

　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　１月15日（日）  １月28日（土） 

１月29日（日）  ２月４日（土）
２月５日（日）  ２月11日（土・祝）
２月12日（日）  ２月23日（木・祝）
２月25日（土）  ２月26日（日）
９時～17時 （12時～13時を除く）

ところ　●本 市民課

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～

１月17日（火）　揖保川総合支所
１月26日（木）　御津やすらぎ福祉会館
２月１日（水）　はつらつセンター
２月９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～
１月18日（水）　はつらつセンター

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。→
※偶数月第４月曜日午後に心理士相談を行っています。（要予約）

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）

しごと・ひきこもり相談	 ▶地域福祉課☎64･3154
と　き　毎週水曜日　14時～16時 ※要事前予約
ところ　産業振興センター ※支援者等の相談可

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

人権相談　　　	 ▶人権推進課☎64・3151
と　き　２月８日（水） 13時～15時
ところ　●本 １階相談室、●御１階相談室
相談担当者　人権擁護委員 ※秘密は厳守します。

行政相談　　	 　▶総務課☎64･3142
●新 地域振興課☎75･0251、●揖 地域振興課☎72･2525
●御 地域振興課☎322・1001

１月19日（木）13時30分～15時30分　●本 新館２階203会議室
１月24日（火）13時～15時　●揖 ２階202会議室
２月６日（月） ９時～11時　●御１階相談室
２月９日（木）13時～15時　●新 ロビー

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

１月25日（水） 13時30分～16時　 ●本本館３階303会議室

事業承継相談　　					▶商工振興課☎64･3158
と　き　２月９日（木）①10時30分～ ②13時～ ③14時30分～
 ※要事前予約（1週間前までに予約）
ところ　●本 会議室
相談担当者　兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター職員

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）
１月24日（火）、 ２月14日（火） 13時15分～14時30分

 ▶健康管理課 ☎63・5140
専門的栄養相談
２月13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）
２月３日（金） 13時～15時 ▶地域保健課 ☎63・5687

※カードの受け取り
は要事前予約、申
請については予約
不要です。

※運転免許証等を
ご持参ください。

赤とんぼ文化ホール開館25周年記念事業

▶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

▶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

２月12日（日）
第26回赤とんぼ寄席

３月２日（木）
岡本誠司＆反田恭平デュオコンサート

２月５日（日）
第５回たつので生まれた
童謡歌唱コンクール最終
審査会

完売ありがとうございます

完売ありがとうございます

３月18日（土）
たつの能「屋島」
セリフの字幕スーパー上映。
誰にでもわかる楽しい能楽公演。

２月11日（土・祝）
「護

まも

られなかった者たちへ」
10年目の殺人−罪を犯してまで、護りたかったものとは。

Vol.306

１月28日（土）
純烈コンサート2023

２月26日（日）
よしもとお笑いライブ inたつの
～赤とんぼスペシャル公演2023～

好評発売中！共催公 演

共催公演

［開演］ 14：00（開場13：15）　［入場料］ 3,000円　■指  ■未
［演目］ 能「屋島」 語「那須」
［出演］ 片山伸吾（観世流シテ方）／片山峻佑（観世流シテ方）／

江崎欽次朗（福王流ワキ方）／前川吉也（大蔵流狂言方）
公演前に「屋島の戦い」の解説があります。

好評発売中！

①10：00		②13：00		③16：00［112分］各回入替制
［鑑賞料］ 800円／高校生以下（3歳以上）500円　■自  
※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。

［監督］ 瀬々敬久 　［原作］ 中山七里
［出演］ 佐藤健／阿部寛／清原果耶／緒形直人／吉岡秀隆　ほか

［時間］ 開演14：00（開場13：30）

［時間］ 開演18：30（開場17：15）

［時間］ 開演13：00（開場12：30）
［入場料］ 無料　■自  

たつので生まれた童謡を課題曲に、第一
次審査を通過した出場者（個人部門23名

（組）・合唱部門12組）の最終審査会

［時間］ １部 開演13：30（開場12：45）
２部 開演16：30（開場15：45）

［入場料］ 6,000円　■指  ■未

［時間］ 1部 開演12：30（開場11：45）    ２部 開演16：30（開場15：45）
［入場料］ 5,000円 ※前売り当日共  ■指
※5歳以上または身長110cm以上のお子様はお席が必要となります。

［お笑いライブ出演］ 矢野・兵動／くまだまさし／プラス・マイナス／相席スタート／
ガクテンソク／祇園（1部のみ）／ミルクボーイ（2部のみ）／
インディアンス（VTR特別出演）ほか

［吉本新喜劇出演］ すっちー（座長）／吉田ヒロ ほか
※都合により出演者が変更になる場合がございます。　　

日本語字幕付き

▶通常窓口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～
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」鑑賞券の予約等は行っていません。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、祝翌日、その他臨時休館日

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。

あけましておめでとうございま
す。今年も、「広報たつの」を

どうぞよろしくお願いいたします。「光陰矢の如し」と
言いますが、年を取るごとに月日の経過が早く感じま
す。調べてみると、１年が早く感じることを心理学的に
説明した、「ジャネーの法則」というものがありました。
具体例として、50歳の人間にとって、１年の長さは人生
の50分の１ほどですが、５歳の人間にとっては、５分の
１です。つまり、50歳の人にとっての10年間は、５歳の
人にとっての１年間に当たるということです。加速する
時の流れに負けず、充実した日々 を送れるよう、時間を
大切に過ごしていきたいものです。 ◯振

編集後記

－吉本興業110周年感謝祭－
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