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～行政～ ～行政～ ～行政～ 

7月5日（日）は兵庫県知事選挙 
の投票日です 

平成２１年度特定疾患医療受給者 
証更新交付申請手続きについて 

～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

サタデーナイトロビーコンサート 
vol．１８ 

ゴルフ場利用税は県や市町の 
貴重な財源です 

「絶対アカン！不法滞在・不法就労」 

たつの市企画財政部広報秘書課　〒679-4192 
兵庫県たつの市龍野町富永1005‐1 
電話：0791－64－3211 
Email:info@city.tatsuno.hyogo.jp 
URL:http://www.city.tatsuno.hyogo.jp/
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 投票できる人 
◎年齢要件　平成元年７月６日ま
でに生まれた方 
 選挙のお知らせ券 
　世帯毎に封書で郵送します。万
一、届かなかったり、紛失された
場合でも、選挙人名簿に登録され
ている方は、投票できますので、
投票所の係員に申し出てください。 
 期日前投票 
　投票日当日、仕事やレジャーな
どで投票所に行くことができない
方は、期日前投票ができます。 
◎期間　６月１９日（金）～７月４日（土） 
◎受付時間　８時３０分～２０時 
◎受付場所　 
①たつの市役所玄関ホール 
②新宮総合支所しんぐうホール 
③揖保川総合支所１階ロビー 
④御津総合支所１階ロビー 
⑤室津センター 
※上記のいずれの場所でも投票す
ることができます。 
ただし、室津センターでは、７月
４日（土）８時３０分～１９時のみ 
◎持参するもの 
「選挙のお知らせ券」 
※運転免許証など本人確認ができ

るものの呈示を求めることがあり
ます。 
※詳細は、市ホームページ選挙情
報をご覧ください。 
�選挙管理委員会事務局 
（�６４-３１８３） 
 
 
 
　ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を
利用された方がゴルフ場の経営者
を通して納めます。 
税額は、ゴルフ場の規模、利用料
金を基準に、１日１人あたり３００円
～１,２００円となっています。 
 市町への交付 
　ゴルフ場利用税の収入額のうち
１０分の７に相当する税額は、ゴル
フ場利用税交付金として、所在市
町に交付され、地域振興に重要な
役割を果たしています。 
 非課税措置 
　次の人はゴルフ場利用税が非課
税となっています。 
①１８歳未満又は７０歳以上の人②障
害者③国民体育大会に参加する選
手（同大会ゴルフ競技利用に限り
ます。）④学校の教育活動として
ゴルフを行う学生、生徒、教員等
�西播磨県民局龍野県税事務所　
間税課（�６３‐５６７２） 
 
 
 
◎対象者　特定疾患医療受給者証
をお持ちの方で、平成２１年１０月１
日以降も引き続き受給者証の交付
を希望される方 
◎申請期間　７月１日（水）～９月
３０日（水） 
◎申請窓口　龍野健康福祉事務所
地域保健課 
◎その他　今年度は、対象者の方に 
更新申請書を個別に送付します。

７月上旬までに届かない場合は、
ご連絡ください。 
�龍野健康福祉事務所地域保健課
（�６３‐５６８６） 
 
 
　就労目的で来日して不法就労す
る外国人は依然として多く、さら
に、効率的に金銭を得る手段とし
て犯罪に手を染めるようになる者
も後を絶たない状況です。大量の
不法滞在者が来日外国人犯罪の温
床となっていることが指摘されて
います。 
　こうした状況から、警察では、
入国管理局との合同摘発等、不法
滞在者の取締りを強化しています。 
　社会の健全な発展を図るために、
外国人の不法滞在･不法就労問題
について正しく理解し、なくすよ
うにご協力をお願いします。 
�たつの警察署（�６３-０１１０） 
 
 
 
 
 
 
　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めるコン
サートです。皆さん、お誘い合わ
せのうえ、お越しください。 
◎とき　７月１１日（土） １８時３０分～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール　
ロビー 
◎入場料　無料 
◎出演バンド　 
○ＮＡＤＩＡ（ギターとピアノの
男女ツインヴォーカル） 
○カトルセゾン（ピアノとヴォー
カルの女性ユニット） 
○Ｂｅａｔ  Ｆｉｖｅ（女性ヴォ
ーカル主体のポップス） 
�赤とんぼ文化ホール（�６３‐１８８８） 

明るい選挙イメージキャラクター 
「めいすいくん」 

未来をつくる 
あなたの一票大切に 



そうめん料理 
◎とき　７月１日（水） 
　　　　１０～１３時 
◎ところ　はつらつセンター 

初夏の食材を使ったメニュー 
◎とき　７月８日（水） 
　　　　９時３０分～１３時 
◎ところ　御津公民館 

<絵本講座> 
◎とき　各回　１４時～１５時３０分 
第１回　７月１８日（土） 
第２回　７月２５日（土） 
第３回　７月２９日（水） 
◎内容　伝承の昔話やわらべう
た遊びなどを、どのように子ど
もに伝えるか。 

<学校図書室整備に関する実技
講座> 
◎とき　第１回　８月２０日（木） 
　　　　第２回　８月２１日（金） 
　　　　第３回　９月４日（金） 
※第１回･第２回　 
　　　　　１４時～１５時３０分 
　第３回　１５時３０分～１７時 
◎内容　図書の整理（フィルム
コート、本の分類、展示、ブッ
クガイド等について） 

旬の料理教室 

「楽・得　介護塾」参加者を募集 

ひょうご環境体験館（はりま 
エコハウス）　7月のイベント 

絵本講座・学校図書室整備に 
関する実技講座 

「家族介護者交流日帰り旅行」 
参加者を募集 

～講座～ ～講座～ ～講座～ 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
　６月は｢食育月間｣です。普段の
食生活を見直す機会を作りましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎募集人数　各３０人 
◎参加費　実費負担 
※エプロン、三角巾を持参ください。 
�健康課（�６３‐２１１２）、御津保健
センター（�３２２‐３４９６） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ところ　ひょうご環境体験館（播
磨科学公園都市内） 
◎募集人数　各３０人 
◎申込方法　電話 
�ひょうご環境体験館 
　（�０７９１-５８-２０６５） 
 
 
 
 
 
 
　龍野図書館と学校教育課が連携
して次の講座を開催します。 
　７月１日から募集を開始します
ので、ご参加ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ところ　龍野図書館 
◎募集人数　各講座　４０人　 
◎募集対象　市内在住･在勤・通学 
（中･高校生以上）されている方で、

原則、３回続けて受講できる方 
�龍野図書館（�６２-０４６９）、学校
教育課（�７２-６４９３） 
 
 
 
 
 
　参加希望の方は、下記のセンタ
ーへ申込みください。 
◎参加対象　介護している方、介
護に関心のある方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎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
ーへ申込みください。 
　交通費、食費等は、市から一部
助成があります。 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

開催日 イベント内容 
４日（土） 
１０時３０分～ 
１２時３０分 

｢七夕笹かざり｣をつ
くろう！ 
※参加費：無料 

２０日（月） 
１３時～１５時 

｢植物のスケッチを
しよう！｣ 
※参加費：１００円 
　画板があれば、持
参してください。 

２２日（水） 
１０時～１２時 

｢ちびっこかんきょうた
いけんひろば｣ 
※参加費：無料 
　対象：保育園・幼稚
園児童と保護者 

２５日（土） 
１３時～１５時 

｢皆田和紙でマイう
ちわをつくろう！｣ 
※参加費：２００円 
　うちわがあれば、
持参してください。 

２６日（日） 
１３時～１５時 

「廃油でエコキャン
ドル作り」 
※参加費：２００円 
　使用済みてんぷら
油（１００cc程度）を持
参してください。 

くわのみ園在宅介護支援センター
（�６６-０２３０） 
◎とき　７月１７日（金） 
夏バテ対策をしましょう～調理
実習～ 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２-６６００） 
◎とき　８月２５日（火） 
のど越しの良いさわやかな食 
～調理実習～ 

西はりまグリーンホームケアセンター
（�６３-３１０１） 
◎とき　７月１１日（土） 
「地域包括支援センター」って 
　なに？ 
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たつの市音楽祭出演団体を募集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
　たつの市音楽祭の出演団体を次
のとおり募集します。たくさんの
ご応募をお待ちしています。 
◎とき 
〈声楽部門〉 
　平成２２年３月６日（土） 
　１３時～１６時 
〈器楽部門〉 
　平成２２年３月７日（日） 
　１３時～１６時 
◎ところ　総合文化会館アクアホール 
◎出演対象　市内に活動拠点を置
く音楽団体（団体のみとし、個人
参加はできません。） 
◎出演団体数　声楽部門、器楽部門 
各１５団体程度 

※応募多数の場合は、選考により
出演団体を決定します。 
◎種目　声楽・器楽 
◎曲目　自由 
◎演奏時間　声楽（８分以内） 
　　　　　　器楽（８分以内） 
◎出演料　無料 
◎申込方法　各公共施設配置の申
込書に必要事項を記入のうえ、郵
送又は持参 
◎申込期限　７月１４日（火）まで
（必着） 
◎申込先　たつの市音楽祭実行委
員会事務局（社会教育課内） 
�たつの市音楽祭実行委員会事務局
（�７２-６４９４） 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２-６６００） 
◎とき　７月１４日（火） 
志んぐ荘「家族介護者交流会」 

市職員を募集します 
市では、個性あるまちづくりと地域福祉の充実に向けて情熱を持った人を募集します。 
<採用職種、募集人数等>

※ 申込手続（提出書類）など、詳しくは総務課人事給与係まで（�６４-３１４２） 

職種 募集人数 受　験　資　格 受付期間 第１次試験 

消
防
士 

２人程度 

昭和５９年４月２日以降に生まれ、
高等学校以上を卒業（大学入学
資格検定合格者を含む。）した
人又は平成２２年３月末までに卒
業見込みの人で、次のすべての
要件を満たす人 
①両眼視力１.０以上（矯正視力
を含む。ただし、裸眼で０.３以
上） 
②色覚、聴力、発声言語及び運
動機能に支障がないこと。 

◎とき 
　９月２０日（日） 
　９月２２日（火） 
◎ところ 
　分庁舎ホールほか 
◎試験科目 
　教養試験、論文試験、 
　集団面接、体力検査 
 
※第１次試験合格者は、後日、
第２次試験を行います。 

８月１７日（月） 
　　　 
８月２８日（金） 

～
 

糖尿病教室のお知らせ 
◎とき　７月８日（水）　１４時３０分～ 
　　　　　「糖尿病と認知症」　 
　　　　　講師：看護師 
◎とき　７月２２日（水）　１４時３０分～ 
　　　　　「糖尿網膜症を食い止めよう！」 
　　　　　講師：視能訓練士 
◎ところ　いずれも、御津病院　本館３階会議室 
◎参加費　無料 
　　　　　�御津病院（�３２２-１１２１） 
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くわのみ園在宅介護支援センター 
（�６６-０２３０） 
◎とき　７月２５日（土） 
京都嵐山方面～保津川下り 
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平成２１年度「たつのまちづくり塾 
審査会」を開催 
 

庁舎耐震改修工事のお知らせ 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

夏休み水泳教室の生徒募集 

国民宿舎臨時休荘のお知らせ 
 

 
 
　夏休み期間中に、３歳児から小
学生を対象に短期水泳教室を開催
します。それぞれの泳力に合った
水泳指導を行いますので、水泳の
楽しさを実感してください。 
◎とき　 
Ⅰ期：７月２６日（日）～２９日（水） 
Ⅱ期：８月１６日（日）～１９日（水） 
Ａ教室：９時３０分～１０時４０分 
Ｂ教室：１０時５０分～１２時 
◎ところ　新宮温水プール 
◎対象者　３歳～小学生 
◎参加料　３,０００円 
◎定員　各教室　３５人 
◎申込方法　６月２７日（土）９時
から新宮温水プールで受付開始し
ます。印鑑と参加費を持参してく
ださい。（電話の受付はしません。） 
�新宮温水プール（�７５-５１５１） 
 
 
 
　海上保安庁では、平成２２年４月
に入校する学生を募集します。 
〈海上保安大学校〉 
　海上保安庁の幹部職員としての
学術及び技能を習得します。 
◎受験資格等　平成２２年４月１日
現在で２１歳未満の者・高校卒業又
は卒業見込みの者 
◎受付期間　８月２７日（木）～９月
８日（火） 
◎第１次試験日　１０月３１日（土）～
１１月１日（日） 
◎教育期間　４年６か月 
◎大学校所在地　広島県呉市 
◎採用予定数　約４５人 
〈海上保安学校〉 
　海上保安庁の一般職員としての
知識及び技能を習得します。 
◎受験資格等　平成２２年４月１日
現在で２４歳未満の者・高校卒業又
は卒業見込みの者 
◎受付期間　７月２１日（火）～８月
４日（火） 
◎第１次試験日　９月２７日（日） 
◎教育課程・採用予定数及び教育
期間　 

○船舶運航システム課程 
　約９５人　１年 
○情報システム課程 
　約３５人　２年 
○海洋科学課程 
　約１０人　１年 
○航空課程 
　約１０人　１年 
◎学校所在地　京都府舞鶴市 
※資料請求等詳細は、姫路海上保
安部まで問合せください。 
�姫路海上保安部管理課（�０７９-２
３１-５０６３） 
 
 
 
◎とき　 
７月２６日（日）１９時～２０時３０分 
８月２２日（土）１９時～２０時 
◎ところ　ヒガシマルかるちゃー
るーむ（龍野町大手） 
◎対象・募集人数　各４～５人 
〔ビーバースカウト〕 
　幼稚園年長～小学１年 
〔カブスカウト〕 
　小学２年～４年 
〔ボーイスカウト〕 
　小学５年～中学２年 
◎説明会申込期限　７月２２日（水）
まで 
�日本ボーイスカウト龍野第１団
安井（�６３-０２３０）、大堀（�６２-０５６７） 
 
 
 
 
 
　市本庁舎の耐震改修工事に伴い、
事務所の移転、駐車場の一部使用
禁止等を行いますので、ご注意く
ださい。工事期間中は、騒音・振
動等でご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。 
◎工事期間　平成２２年６月３０日ま
で（予定） 
◎事務所移転　 
○児童福祉課、高年福祉課、水道
事業所が分庁舎へ移転　９月～平
成２２年１月（予定） 
○税務課が分庁舎へ移転　平成２２

年１月～６月（予定） 
�総務課（�６４-３１４２） 
 
 
　国民宿舎３荘が、設備点検等の
ため、臨時休荘します。 
○赤とんぼ荘（�６２-１２６６） 
　７月６日（月）～７日（火）終日 
○新舞子荘（�３２２-２２３１） 
　７月５日（日）１６時～１０日（金）１６時 
※７月５日のお昼のご休憩はご利用できます。 
　７月１０日は夜のご宿泊・ご宴会より 
営業を再開します。 
○志んぐ荘（�７５-０４０１） 
　７月７日（火）１６時～９日（木）終日 
※７月７日のお昼のご休憩はご利
用できます。 
 
 
 
　市では市民と職員が協働でまち
づくりに関するテーマに取り組む
「たつのまちづくり塾」を実施し
ており、現在５グループ５６人の皆
さんが活動されています。 
　このたび、３か月間の調査研究
による実施計画を発表していただ
き、今後、引き続き９か月間の実
践活動を行っていただくグループ
を選考します。 
　塾生による市独自のまちづくり
施策を市民の皆さんもぜひお聴き
ください。 
◎とき　６月２８日（日）１３時３０分～１６時 
◎ところ　たつの市はつらつセン
ター　３階多目的ホール 
�総務課（�６４-３１４２） 
 
 
 
 

献血にご協力を 
◎とき　７月３日（金）１０時～
１１時３０分、１２時３０分～１５時３０分 
◎ところ　新宮公民館 
�健康課（�６３-２１１２） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

海上保安大学校・海上保安学校 
の学生募集 

ビーバー・カブ・ボーイスカウト 
の募集説明会 
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相坂橋が竣工します 

平成２１年度 甲種防火管理講習を開催 

出張年金相談を実施します 

兵庫県立大学附属中学校説明会 
を開催 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」 
７月の展示 

家庭不用品交換情報コーナー 

 
 
　開通を記念し、式典を開催します。 
◎とき　７月１１日（土） 
式典：１０時～ 記念行事：１１時～ 
◎ところ　西栗栖コミュニティセンター 
◎内容　テープカット、くす玉割
り、渡り初めを行います。 
※同日、１３時から一般供用を開始
します。 
　コミュニティバスは、７月１４日
（火）から、通常運行時刻に戻ります。 
�建設課（�６４-３１６１）、企画課（�
６４-３１４１） 
 
 
◎とき　８月２７日（木）～２８日（金）
（２日間）９時３０分～１６時３０分 
（受付：９時～９時３０分） 
◎ところ　たつの市青少年館 
◎対象者　甲種防火管理者の資格
を取得しようとする者 
◎定員　１００人 
◎申込先　消防本部予防課及び太
子消防署予防係 
◎受付期間　７月１３日（月）～２４日（金）
８時３０分～１７時１５分（土日・祝祭日除く） 
※定員になり次第締め切ります。 
◎申込みに必要なもの　受講申込
書、受講料 ４,０００円（テキスト代） 
�消防本部予防課（�６４-３１７５）、
太子消防署予防係（�０７９‐２７６‐１１９１） 
 
 
◎とき　８月２８日（金）１０時～１５時 
◎ところ　市役所分庁舎ホール 
◎相談員　姫路社会保険事務所職員 
◎予約受付期間　７月２８日（火）～
８月２５日（火）（土・日・祝祭日除く）
８時３０分～１７時 
◎予約申込先　国保年金課（総合
支所では受付しません。） 
�国保年金課（�６４-３２４０） 
 
 
 
◎とき　８月２１日（金）、２２日（土）、
２３日（日） 
◎ところ　兵庫県立大学附属中学
校（上郡町光都） 

◎対象　小学校児童及び保護者 
◎参加方法　説明会案内リーフレ
ットの往復はがきで、事前に申込
みください。（リーフレットは、
公立小学校へ配布） 
�兵庫県立大学附属中学校 
（�０７９１-５８-０７３５） 
 
 
◎譲って欲しい品物 
≪衣料品≫ 
女子の子供服（８０～９５cm）、誉田
小学校体操服（女子１５０～１６０cm） 
≪その他≫ 
ミシン、自転車につける子供用の
イス、自転車（婦人用）、プレハブ
の物置（鍵付）、ピアノ用足台（ペ

ダル付）、ホームベーカリー（パン
焼器）、書棚若しくは物入れ、ヘ
ラ台（洋裁用）、ペット用ゲージ（か
ご）、赤ちゃん用玩具（０歳～）、
チャイルドシート、ベビーカー、
ビデオデッキ 
�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（�３２２‐１４
５１） 
 
 
 
◎展示作品　じょうせん保育園５
歳児の絵画 
�◯御地域振興課（�３２２-１００１） 
 

場 所  受付日時 引渡日時 

家庭用品再生修理会 
まだまだ使える家庭用品、ご家庭で眠っていませんか？ 

修理してもう一度使ってみてください。 

※揖保川地区は「産業まつり」（１０月２５日開催予定）で実施します。 
※くつ修理は、誉田公民館では実施しません。 
◎修理品目（費用は目安です。） 
包丁類（磨ぎ）４００円～、ハサミ類（種類による）３００円～、洋傘３００円～、
くつ４００円～、大工道具（現物を見て決定します。） 
�なんでも相談課（�６４‐３２５０） 

中　　央 
公 民 館 

７月８日（水） 
９時３０分～１１時３０分 

７月２２日（水） 
９時３０分～１１時３０分 

小　　宅 
コミセン 

７月７日（火） 
１０時～１２時 

７月２１日（火） 
１０時～１２時 

揖　　西 
公 民 館 

７月９日（木） 
９時３０分～１１時３０分 

７月２４日（金） 
９時３０分～１１時３０分 

揖　　保 
公 民 館 

７月３日（金） 
９時３０分～１１時３０分 

７月１７日（金） 
９時３０分～１１時３０分 

誉　　田 
公 民 館 

７月２３日（木） 
９時３０分～１１時３０分 
 

７月２４日（金） 
９時３０分～１１時３０分 

神　　岡 
公 民 館 

７月１０日（金） 
９時３０分～１１時３０分 

７月２３日（木） 
９時３０分～１１時３０分 

新　　宮 
公 民 館 

７月１５日（水） 
９時３０分～１１時３０分 

７月２９日（水） 
９時３０分～１１時３０分 

御津文化 
センター 

７月２日（木） 
９時３０分～１１時３０分 

７月１６日（木） 
９時３０分～１１時３０分 



お知らせ版 お知らせ版 

図書館からのお知らせ 図書館からのお知らせ 図書館からのお知らせ 〈7月の催し〉 〈7月の催し〉 〈7月の催し〉 

えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　１１日（土）・１８日（土） １１時～１１時２０分「かばくん」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　１２日（日） １１時～１１時３０分 「こぶ取りじい」他 
読書会（一般） 
　１０日（金） １０時～１１時３０分 「楢山節考」深澤七郎 著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　１３日（月）・２７日（月） １１時～１１時２０分　 
　「おひるねこねこ」他 
おはなしのじかん（５歳児～） 
　４日（土）・１１日（土）・１８日（土）・２５日（土） 
　１１時～１１時３０分「したきりすずめ」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　１１日（土）・１８日（土） １０時３０分～１０時５０分 
　「三びきのやぎのがらがらどん」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　１１日（土）・１８日（土） １１時～１１時３０分 
　「ついでにペロリ」他 
読書会（一般） 
　１５日（水） １０時～１２時　「友情」　武者小路実篤　著 
　※読書会はアクアホール３階研修室 

えほんのじかん （０歳児～、保護者） 
　１２日（日）・１９日（日） １１時～１１時２０分 
　「はじめてのおつかい」他 
てじな（３歳児～、保護者） 
　えほんのじかん終了後～ 
えいがかい 
　 ５日（日）幼児・小学生　１０時３０分～１１時３０分 「ももたろう」他 
　２６日（日）一般　１０時～１２時 「裸の大将　放浪記」 
読書会（一般） 
　１５日（水） １３時３０分～１５時３０分 
　「ほんまもんでいきなはれ」 村瀬 明道尼 著 

龍野図書館（�62-0469） 

御津図書館（�322-1007） 揖保川図書館（�72-7666） 

新宮図書館（�75-3332） 龍野図書館（�62-0469） 

御津図書館（�322-1007） 揖保川図書館（�72-7666） 

新宮図書館（�75-3332） 

2009年度たつのあいあい塾 

7月の行政相談日 

7月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 

今月の市税 

7月のふれあい橋ギャラリー 

人権相談所を開設 

広報たつの6月号 6

◎とき　７月１５日（水）１３時～１５時 
新宮総合支所しんぐうホール、揖
保川総合支所２階会議室 
◎とき　８月１９日（水）１３時～１５時 
◎ところ　市役所２階相談室 
�人権推進課（�６４-３１５１） 
 
 
　毎月第３土曜日に、各種職業の
講師を招き、たつのあいあい塾を
開催しています。（申込不要・初回
のみ５００円必要） 
◎とき　７月１８日（土）１９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎演題　たつのの漁業・かきの養殖 
◎講師　津田　正信氏（㈱住栄丸 
　社長） 
�揖保川公民館（�７２-２４１２） 
 
 
＜龍野＞ 
◎とき　７日（火）９時３０分～１２時 
◎ところ　市役所２階相談室 
＜新宮＞ 
◎とき　２日（木）１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 

◎とき　２１日（火）１３時～１５時 
◎ところ　揖保川総合支所１階相
談室 
※各相談員宅でも随時受付 
�なんでも相談課（�６４-３２５０） 
 
 
◎市県民税（普通徴収）　 
　全期・第１期分（前納報奨金制
度があります。） 
◎納期限　６月３０日（火） 
　納付は、各地区納税組合又はお
近くの金融機関・郵便局、本庁会
計課・各総合支所地域振興課へ。 
※納付書は切り離さずにご持参く
ださい。 
※市税の納付には、便利な口座振
替を利用ください。 
 
 
　第１仏光保育園児が各々の子ど
もの世界をイメージ豊かに表現し
た作品と、まあや保育園児が梅雨
の様子やカエル、てんとう虫をの
びのびと描いた作品を展示してい
ます。 
◎８月のギャラリー 
　サルビア園作品展・人権啓発作
品展を予定しています。 

 
 
 
＜揖保川地区＞ 
　㈲長田設備工業（�７２-２４６９） 
＜御津地区＞ 
１日～１０日　勝間設備㈱ 
　昼間（�３２２-２４８８） 
　夜間（�３２２-１３５５） 
１１日～２０日　㈲沼田水道工業所 
　昼間・夜間（�３２２-１２５１） 
２１日～３１日　㈱大西商店 
　昼間・夜間（�３２４-００４７） 
 
 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

ご冥福をお祈りします 

氏　名 住　所 死亡月日 年齢 

※５月１６日～５月３１日届出分（敬称略） 

知原　 巧 

石田　正三 

桝本　光夫 

長谷川みつゑ 

三木　ます 

桑野　公子 

御津町黒崎 

揖西町小犬丸 

御津町室津 

新宮町船渡 

御津町室津 

誉田町福田 

５/１６ 

５/１９ 

５/２１ 

５/２４ 

５/２４ 

５/２５ 

７６ 

９１ 

８３ 

８７ 

１００ 

８８ 
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