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広報 たつの 

～行政～ ～行政～ ～行政～ 

第３０回揖保川水系クリーン作戦 
を実施します 

浄化槽の法定検査を必ず受検し 
ましょう！ 

「２００９ミスたつのレザーコスチューム」 
デザインコンテストを開催 

子育て学習センター夕涼み会と 
童謡訪問コンサートを開催 

夏休み子ども工作体験教室を開催 

第１９回揖龍ふれあい作品展 

「夏の夜の琵琶がたり」を開催 

～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

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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　８月は、西播磨クリーン月間です。 
市では、揖保川、林田川の環境美
化・美観保持のため、老人会、子
ども会を中心に、河川敷の清掃を
実施します。 
多数のご参加をお願いします。 
◎とき　８月２日� 
　　　　７時３０分～９時  ※小雨決行 
◎ところ　揖保川：觜崎橋～龍野新大橋
　　　　　林田川：誉橋～真砂橋 
�環境課（�６４-３１５０） 
 
 
 
　快適な生活環境と公共用水域の
水質保全を図るため、浄化槽の設
置者は、毎年１回、保守点検・清
掃とは別に法定検査が、浄化槽法
により義務づけられています。 
　法定検査は、水質状況等を都道
府県の指定検査機関が実施する検
査で、兵庫県内は�兵庫県水質保
全センターが実施します。 
　８月下旬に、センターから検査
の連絡のハガキが届きますので、
必ず受検してください。検査は、
９月から開始予定です。２０人槽以
下の浄化槽の法定検査手数料は、
下表のとおりです。 
 
 
　なお、法定検査を受検しない浄
化槽設置者に対しては、県から受
検勧告や命令を受けることがあり
ます。 
��兵庫県水質保全センター（�
０７８-３０６-６０２１）�環境課（�６４-
３１５０） 

 
 
 
 
 
 
　１１月開催の皮革まつりで披露す
るミスたつのレザーコスチューム
のデザイン画のコンテストを行い
ます。大阪の上田安子服飾専門学
校の生徒によるデザイン画３０点を
展示しますので、「たつののイメ
ージ、天然皮革のＰＲ」にふさわ
しいと思われる作品に投票してく
ださい。 
　選ばれたデザイン画の衣装を制
作し、ファッションショーで披露
します。 
◎投票期間　７月２７日�～８月２１日� 
◎作品展示・投票場所　本庁・各総
合支所玄関ホール、市ホームページ 
�商工観光課（�６４-３１５６） 
 
 
　小学生の夏休みの学習、工作の
場としてご参加ください。 
◎とき　８月７日�～１０日�　 
　　　　９時～１６時 
◎ところ　ふれあいギャラリー下
川原（龍野町下川原商店街） 
◎内容　竹細工（竹トンボ、ガリ
ガリトンボ、風車） 
◎費用　１点１００円程度 
�商工観光課（�６４-３１５６） 
 
 
　人の世の無常と興亡を描いた屈
指の軍記「平家物語」を琵琶の音
色にのせて語っていただきます。 
　夏の夜のひととき、筑前琵琶の
名手が奏でる物語の世界をご堪能
ください。 
◎とき　８月２９日�　１９時～２０時 
◎ところ　新宮図書館　　　　　

◎出演　筑前琵琶奏者 大藪旭晶 氏 
◎演目　祇園精舎、那須与一、朗
読琵琶・耳なし芳一 
◎対象　中学生以上 
◎定員　８０人（先着順） 
◎申込方法　新宮図書館へ申込み
ください。（電話可） 
�新宮図書館（�７５-３３３２） 
 
 
 
　模擬店やゲームコーナーなど、
心地よい川風に吹かれながら夕涼
み会と田中姉妹による童謡コンサ
ートをお楽しみください。 
◎とき　８月９日�　１７時～１９時 
◎ところ　揖保川総合支所 
◎内　容　　 
　夕涼み会　１７時３０分～１９時 
　童謡訪問コンサート １７時～１８時 
※童謡訪問コンサートは申込みが
必要です。 
◎申込先　揖保川（�７２-６５７７）、
新宮（�７５-４６４６）、龍野（�６２-９２
５５）、御津（�３２２-２２０８） 
 
 
　揖龍地区の小・中学校特別支援
学級と西はりま特別支援学校の児
童生徒による作品展を開催します。 
　一人一人が工夫と努力を重ねた
作品や、みんなで協力して作りあ
げた作品を展示します。皆さんの
ご来館をお待ちしています。 
◎とき　７月３１日�～８月３日� 
（９時～２１時まで。ただし、８月
３日は１５時まで） 
◎ところ　新宮ふれあい福祉会館 
�斑鳩小学校（�０７９-２７６-００７０） 
 
 

単独浄化槽 合併浄化槽 
 ５,５００円 ５,７００円 



ひょうご環境体験館（はりまエコ 
ハウス）　８月のイベント 

ひょうご消費生活サポーター養成 
講座（初級）の受講者募集 

２００９龍野ビジネススクール 
「日商簿記検定３級受験対策講座」 

光都サマーフェスタ２００９ 
「商人塾」を開催 

～講座～ ～講座～ ～講座～ 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
 
◎開催日程　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎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） 
 
 
 第３６回 光都プラザフリーマーケット 
◎とき　８月２２日�　９時～１４時
※小雨決行 
◎ところ　光都プラザ周辺 
◎出店　約１００区画 
◎入場料　無料 
�光都プラザテナント会（�０７９１-

５８-２９００） 
 光都映画祭 
◎とき　８月８日�～８月２３日�
　※月曜日休館 
◎ところ　光都プラザ・オプトピア 
◎入場料　無料 
�オプトピア（�０７９１-５８-１１５５） 
 
 
 
 
 
 
　悪質商法や振り込め詐欺被害に
苦しむ消費者を救うため、消費生
活相談員を目指す方を募集します。 
◎とき　平成２１年１０月以降 
◎ところ　【座学】姫路【実地研
修】西播磨生活科学センター（旅
費・日当有） 
◎実施主体　兵庫県 
◎対象　市内在住の方 
◎内容　 
【座学】延べ４０日（１日５時間、
週３日程度） 
【実地研修】延べ１０日（１日４時間） 
◎申込方法　電話 
◎応募期限　８月１４日� 
◎その他　応募者多数の場合は抽選 
�なんでも相談課（�６４-３２５０） 
 
 
　地元密着型地域一番店を目指し、
店舗の立地条件や地域特性などを
マーケティング活動に取り入れる
とともに、顧客にアピールできる
商品陳列レイアウトの技法を学び
ます。 
◎とき　７月２９日�～１１月１６日� 
（全７回）いずれも１９時～２１時 

◎ところ　龍野経済交流センター 
２階セミナー室 
◎内容 
①エリアマーケティングを活用し
て地域一番店になろう 
②地域を知る! お客様を知る! そし
てライバルを知る! 
③ショップコンセプトを再構築し
よう、地域一番店戦略を描こう 
④エリア中に知らせよう! そして
お客様を集めよう! 
⑤売場改善事例［劇的ビフォー＆
アフター］ 
⑥ＶＭＤ（ビジュアルマーチャン
ダイジング）活用事例 
⑦変えてみましたうちの店！最終
発表会 
◎受講料　７,０００円（龍野商工会
議所会員は５,０００円） 
◎定員　２０人 
�龍野商工会議所（�６３-４１４１） 
 
 
 
　簿記の基礎知識から決算書作成
までの内容を習得します。 
◎とき　８月２４日�～１１月１３日�
（全２４回） 
◎ところ　龍野経済交流センター 
２階セミナー室 
◎内容　講義１８回／模試６回 
◎講師　近畿税理士会龍野支部 
　　　　税理士　山下裕史氏 
◎定員　３０人 
◎受講料　１８,０００円（龍野商工会
議所会員は１５,０００円） 
テキスト代　２,０００円（練習問題、 
過去問題含む） 
※３級検定料（２,５００円）は含まない。 
�龍野商工会議所（�６３-４１４１） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

開催日 イベント内容 
１日� 
１３時～１５時 

｢鳥の巣箱を作ろう①｣ 
※参加費：１,０００円 
　作った巣箱は、体
験館の森に設置し、１１
月以降に鳥の観察会
を実施します。 

８日� 
１３時～１５時 

｢親子で体験館周辺の
自然を描いてみよう！｣ 
※参加費：無料 
画用紙、絵の具、画板
を持参してください。 

２２日� 
１０時～１２時 

｢貝殻で作る水鳥｣ 
※参加費：１００円 
　あさりの殻があれ
ば、持参してください。 

２９日� 
１３時～１５時 

｢貝殻を使って、風鈴
を作ろう！｣ 
※参加費：１００円 
※がちゃがちゃのカ
プセル（１個）があ
れば、持参してくだ
さい。 
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後継者・若手経営者支援スクール 
を開催 

～回を重ねて４年目へ～ 
「真夏の午後の真剣勝負！たつの市 
金魚すくい名人戦'０９」参加者募集 

「楽・得　介護塾」参加者を募集 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 
 
 
 
　本スクールでは、自社の現状分
析から今後の経営戦略等を講義・
ワークシート・個別指導などを通
じて戦略的に計画していきます。 
　次代を担う経営者としての経営
能力向上はもちろん、ネットワー
ク構築を図りながら、急激な経営
環境変化に対応できる経営組織作
りを目指します。 
◎日程と内容（全１０回） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎時間　１８時３０分～２０時３０分 
◎場所　龍野経済交流センター 
２階セミナー室 
◎講師　 
　㈱経営開発センター 
　　代表取締役　稲田　実　氏 
　　常務取締役　小林孝雄　氏 
◎対象者　事業後継者・若手経営
者及びそれに準じる方 
◎定員　１５人 
◎受講料　１０,０００円 
�龍野商工会議所（�６３-４１４１） 

 
 
 
 
 
　参加希望の方は、下記のセンタ
ーへ申込みください。 
◎参加対象者　介護している方、
介護に関心のある方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎とき　８月１日�　受付１６時～ 
※雨天中止 
◎ところ　千鳥ケ浜グラウンド内

特設会場 
◎部門　中学生以下の部　高校生 
及び一般の部 
◎募集人数　各部門：先着１５０人 
◎参加費　１回につき３００円 
◎ルール　全国金魚すくい選手権
大会公式規定に準じます。 
◎賞 
 中学生以下の部 
�１位　賞状　副賞（図書券２万
円分）�２位　賞状　副賞（図書
券１万円分）�３位（３名）賞状
　副賞（図書券５千円分） 
 高校生以上一般の部 
�１位　賞状　副賞（旅行券３万
円分）�２位　賞状　副賞（旅行
券２万円分）�３位（３名）賞状
副賞（市内国民宿舎共通利用券１
万円分）　 
※高校生以上一般の部上位入賞者
２人は、８月２３日に奈良県大和
郡山市で開催の「第１５回全国金
魚すくい大会（個人の部）」へ
の出場権が得られます。 
※市内在住者が全国大会参加資格
を取得した場合は、参加旅費を
補助します。 
※予選参加者全員に参加賞あり。 
◎その他　競技に使用した金魚
５,０００匹は、大会終了後に無料配
布します。ご希望の方は持ち帰り
用の容器をご持参ください。 
�水道事業所（�６４-３１７３） 

くわのみ園在宅介護支援センター
（�６６-０２３０） 
◎とき　９月１０日� 
認知症について 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２-６６００） 
◎とき　８月２５日� 
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　９月１２日�� 
「地域包括支援センター」って 
なに？ 

ジュネスしんぐ在宅介護支援センター
（�７５-５２２８） 
◎とき　９月１９日�� 
介護予防のための「貯筋」③ 
～自宅でできる肩の筋トレ～ 

糖尿病教室のお知らせ 
◎とき　８月５日（水）　１４時３０分～ 
　　　　　「インスリン注射について」　 
　　　　　講師：薬剤師 
◎とき　８月１９日（水）　１４時３０分～ 
　　　　　「高脂血症について」 
 　　　　　講師：検査技師 
◎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） 

８月６日� 

８月２０日� 

９月４日� 

９月１５日� 

９月２４日� 

１０月５日� 

１０月１４日�
 

 

１０月２７日� 

１１月６日�
 

 

１１月１７日� 

経営概念について 

外部環境分析Ⅰ 

外部環境分析Ⅱ 

内部経営資源分析 

財務分析Ⅰ 

財務分析Ⅱ 

ＳＷＯＴ分析と 

経営戦略的考察 

経営理念と経営戦略 

経営課題の明確化と 

その取り組み 

成果発表会 

と　き 内　　容 

お祝い事・ご法事会食は赤とんぼ荘で 

��������	
����

お問合せ、ご予約は 
http://www.akatonboso.com/

特典①　お部屋代サービス（祝事は５名様以上） 
特典②　無料送迎（料理総額５５,０００円以上） 

※ご予約時に、｢お祝い事｣｢法事｣とお申し出ください。 
※お料理は、会席、中華コース、オードブルよりお選び 
　いただけます。（ご予算に応じたお料理も提供いたします。） 
※粗供養・記念品等のご用命も承ります。 
　宴席は、座敷（和室）か椅子席（洋室）をお選びいただけます。 

（無料送迎区域には制限がございます。） 

料理がより豪華に、 
美味しくなりました。 
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夏休みイベント参加者大募集！夏休みイベント参加者大募集！夏休みイベント参加者大募集！

揖龍クリーンセンター　市民見 
学会の参加者募集 

ガラス玉と組みひもづくり 夏休み施設見学・体験ツアーバス 

夏休み水泳教室生徒募集 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
　通常の見学では見ることができ
ない溶融炉下部からの出湯風景や
大型ごみの修理過程、資源ごみの
処理現場を見学します。 
◎とき　８月１７日�、２５日� 
１０時～、１４時～　※雨天決行 
◎募集人数　２００人（１回５０人、
２日間計４回実施） 
◎応募資格　市内在住、在勤、在
学の方 
◎応募方法　電話又はＦＡＸ（Ｆ
ＡＸの場合は、住所、氏名、電話
番号、参加人数、参加希望日時「第
３希望日時まで記入」、交通手段、
乗車場所を記入してください。） 
◎応募締切　８月７日� 
※マイクロバスを運行しますので、
ご利用ください。直接、現地集合
も可能です。 
◎マイクロバス発着時刻 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�環境課（�６４-３１５０）ＦＡＸ６３-
２５９４ 

御津総合支所  
（９:３０）→揖保川
総合支所（９:４５）
→揖龍クリーンセ
ンター（１０:００～１１:
３０）→揖保川総
合支所（１１:４５）
→御津総合支所
（１２:００） 

御津総合支所  
（１３:３０）→揖保
川総合支所（１３:
４５）→揖龍クリー
ンセンター（１４:００
～１５:３０）→揖保
川総合支所（１５:
４５）→御津総合
支所（１６:００） 

新宮総合支所  
（９:３０）→市役所
（９:４５）→揖龍ク
リーンセンター（１０:
００～１１:３０）→市
役所（１１:４５）→
新宮総合支所
（１２:００） 

新宮総合支所（８:４０）→市役所
（９:００）→こどもサイエンスひ
ろば【超低温実験】→埋蔵文化
財センター【見学・体験】→ひ
ょうご環境体験館【見学・工作】
→新宮総合支所（１５:５０）→市役
所（１６:１０） 

新宮総合支所  
（１３:３０）→市役
所（１３:４５）→揖
龍クリーンセンタ
ー（１４:００～１５:３０）
→市役所（１５:４５）
→新宮総合支所
（１６:００） 

御津・揖保川コース 

新宮・龍野コース 

新宮・龍野コース　22日� 

御津文化センタ－（９:００）→揖保
川総合支所（９:２０）→オプトピア・
ＳＰｒｉｎｇ-８【映画鑑賞「ケロロ軍
曹けろケロ報告」】→埋蔵文化財
センター【見学・革細工】→こど
もサイエンスひろば【超低温実
験】→揖保川総合支所（１５:４０）
→御津文化センタ－（１６:００） 

御津・揖保川コース　23日� 

 
 
　古代のアクセサリー、ガラス玉
と組みひもで、あなただけのオリ
ジナルストラップを作ってみませ
んか。 
◎とき　８月９日�、２９日�　１４時～
（３時間程度） 
◎ところ　埋蔵文化財センター 
◎参加条件　小学生以上（保護者同伴）
◎定員　２０人 
◎参加費　２００円（材料費） 
◎申込先　埋蔵文化財センター窓
口、又は電話（先着順） 
  
 
 
 
 
 
 
◎お知らせ 
　埋蔵文化財センターでは、企画
展「新宮東山古墳群」を開催中（無
料）です。ぜひご覧ください。 
　８月２日�、１４時からスライド
上映と展示解説（自由参加）があ
ります。 
�文化財課（�７５-５４５０） 
 
 
　３歳児から小学生を対象とした
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の指導を
行います。 
◎とき　８月１６日�～１９日� 
　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 
◎定員　３５人 
◎参加費　３,０００円 
◎申込方法　新宮温水プール窓口
へ印鑑と参加費を持参してくださ
い。（火曜日休館） 
� 新宮温水プール（�７５-５１５１） 

 
 
　施設見学や工
作、実験などに
挑戦し、夏休み
の思い出づくり
をしませんか。 
◎とき　８月２２日�、２３日� 
◎参加条件　市内在住の小学生と
保護者 
◎募集人数　各日程とも２０組程度
（先着順） 
◎参加費　無料※ただし、材料費と
して、２２日�１００円、２３日�３００円 
◎募集期限　８月７日�　 
◎申込方法　電話 
◎コース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※詳しい日程等は、参加者へ連絡
します。なお、コースについては、
変更になる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。 
◎その他　昼食と飲み物は各自で
持参してください。　 
�広報秘書課（�６４‐３２１１）◯新地
域振興課（�７５‐０２５１）◯揖地域振
興課（�７２‐２５２５）◯御地域振興課（�
３２２‐１００１） 
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平成２１年度「三木清 明日の文 
化賞」の作文募集 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」 
８月の展示 

第４回たつの市美術展出品作品 
を募集 

オープンキャンパス（体験入学） 
国立波方海上技術短期大学校 
国立清水海上技術短期大学校 

県立姫路高等技術専門学院 
平成２１年度１０月開校 
（６か月コース）の受講生募集 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

家庭不用品交換情報コーナー 

西播磨「一斉“打ち水”の日」 

 
 
 
◎部門　小学生低学年の部、小学
生高学年の部、中学生の部、高校
生の部、一般の部 
※低学年（１～３年生）、高学年
（４～６年生） 
◎応募規定　 
①応募資格　市内在住、在勤、通
学の方 
②応募点数　一人１点 
③テーマ　「であい」「勇気」「わた
しのすきなこと（人・もの）」
から１つ選択 
④作文の字数　１,２００字以内。た
だし、小学生低学年の部のみ７２０
字以内 
※題名、住所、氏名等は字数に
含めません。 
⑤作文は未発表のものに限ります。 
⑥選択したテーマ・応募者の氏名
（ふりがな）・年齢・住所・電話
番号・学校名・会社名等を記入 
⑦応募原稿は市販の原稿用紙でな
くても可。大きさはＡ４サイズ 
◎応募締切　９月１１日� 
※当日消印有効 
◎応募方法　社会教育課へ持参 
（郵送可） 
〒６７１-１６９２　たつの市揖保川町正
條２７９番地１ 
◎募集要項　教育委員会、各総合
支所、地区公民館、文化センター
及び図書館等に設置 
�社会教育課（�７２-６４９４） 
 
 
 
　たつの市美術展の開催に先立ち、
出品作品を募集します。 
◎出品受付　９月２６日�　１３時～
１７時（当日限り） 
◎受付場所　市青少年館 
◎部門　①日本画　②洋画（版画、
水彩画を含む）　③工芸（彫塑を
含む）　④書道　⑤写真 
※天然の造形及び手芸に準ずるも
のは除く。 
◎資格　高校生（１５歳）以上 

◎出品の制限　１部門一人２点ま
で。未発表の新作で、自作品に限
ります。※模作、加筆及び改作等
は認めません。 
◎手数料　無料 
◎募集要項　教育委員会、各総合
支所、地区公民館、文化センター
及び図書館等に設置 
 第４回たつの市美術展 
◎展示期間　９月２９日�～１０月４
日�　９時～１７時（最終日のみ１５
時まで） 
◎展示会場　市青少年館 
�社会教育課（�７２-６４９４） 
 
 
 
 
◎募集コース　ＮＣテクニカルコ
ース、ＣＡＤコース、情報ビジネ
スコース（各２０人） 
◎受講期間　１０月１４日�～平成２２
年３月１２日� 
◎募集対象　求職中の方で、各コ
ースの履修に必要な習得能力と意
欲のある方 
◎受講料　無料 
◎出願手続き　居住地管轄の公共
職業安定所に入校願書を提出 
◎出願期間　８月３日�～９月１１
日� 
◎入校試験日　９月１５日� 
◎選考方法　義務教育修了程度の
数学・国語及び面接 
◎見学説明会　８月１９日�、９月
１日�　１３時３０分～ 
�県立姫路高等技術専門学院（�
０７９-２９８-０９００） 
 
 
 
 
 
　みんないっせいに打ち水をして
「涼」を呼び込みましょう 
◎とき　８月１３日�　１７時頃 
◎参加方法　自宅・職場で雨水や
風呂の残り湯などを利用して打ち
水をしてください。 
西播磨地域ビジョン委員会はーと

ふる西播磨推進チーム 
�西播磨県民局地域企画課（�０７
９１-５８-２１２０） 
 
 
 
 
◎日程 
 
 
 
 
 
 
 
�国立波方海上技術短期大学校（�
０８９８-４１-５２７８）、国立清水海上技
術短期大学校（�０５４-３３４-０９２２） 
 
 
◎譲りたい品物　 
≪衣料品≫ 
新宮小学校制服、体操服など 
≪その他≫ 
三面鏡、ベビーラック 
◎譲って欲しい品物 
≪衣料品≫ 
子供服（女児８０～９５cm）、誉田小
学校体操服（女子１５０～１６０cm） 
≪その他≫ 
自転車につける子供用のイス、自転車
（大人・婦人用、子供用１２インチ）、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～）、ビデオデッキ、チ
ャイルドシート、ベビーカー、野
球のグローブ（大人用・左手）、ミシン、
幼児用キックボード・スケーター 
�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） 

コース 体験型 見学型 

内容 

清水校 

波方校 ８月１日� 

９月５日� 

８月２９日� 
１０月１０日� 
１０月１７日� 

実習体験・ 
練習船体験 
乗船等 

１時間程度の
見学ツアー、
授業風景・施
設見学等 

いっせい 



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図書館からのお知らせ 図書館からのお知らせ 〈8月の催し〉 〈8月の催し〉月の催し〉 〈8月の催し〉 

えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　８月はお休みです。 
　次回は９月１２日�　１１時～１１時３０分 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　８月はお休みです。 
　次回は９月１３日�　１１時～１１時３０分 
読書会（一般） 
　８月はお休みです。 
　次回は９月１１日�　１１時～１１時３０分 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　１０日�・２４日�　１１時～１１時２０分 
　「うさこちゃんとうみ」他 
おはなしのじかん（５歳児～） 
　１日�・８日�・１５日�・２２日� 
　１１時～１１時３０分「おいしいおかゆ」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　８日�・１５日� 　１０時３０分～１０時５０分 
　「アンガスとあひる」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　８日�・１５日� 　 １１時～１１時３０分 
　「三つの金曜日」他 
読書会（一般） 
　１９日�　１０時～１２時　「帽子」吉村　昭　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） 
　９日�・１６日�　１１時～１１時２０分　「とらっく とらっく とらっく」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 
　 ２日�　１０時３０分～１１時３０分　「だるまちゃんととらのこちゃん」他 
手作り教室（革細工　小学生以上、保護者） 
　 ８日�　１０時００分～１２時００分 
読書会（一般） 
　１９日�　１３時３０分～１５時３０分　 
　「もったいない主義　不景気だからアイデアが湧いてくる！」 小山 薫堂 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 

８月の行政相談日 

８月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 

今月の市税 

８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　８月１９日�　１３時～１５時 
市役所２階相談室 
◎とき　９月１６日�　１３時～１５時
市役所２階相談室、御津公民館１階
会議室 
�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　８月２２日�　１９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎演題　綾部山の梅と農家の女性 
◎講師　黒田　恵美氏（市農業委員） 
�揖保川公民館（�７２-２４１２） 
 
 
＜龍野＞ 
◎とき　１１日�　９時３０分～１２時 
◎ところ　市役所２階相談室 
＜新宮＞ 
◎とき　６日�　１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 
◎とき　１８日�　１３時～１５時 

◎ところ　揖保川総合支所１階相
談室 
＜御津＞ 
◎とき　１８日�　１３時～１５時 
◎ところ　御津公民館１階実習室 
※各相談員宅でも随時受付 
�なんでも相談課（�６４-３２５０） 
 
 
◎国民健康保険税　 
　全期・第１期分 
（前納報奨金制度はありません。） 
◎固定資産税・都市計画税 
　第２期分 
◎納期限　７月３１日� 
　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
替をご利用ください。 
 
 
　サルビア園生が、ぬり絵をした
いろんな魚の仲間たちが泳いでい
る「メルヘン水族館」と人権啓発
作品を展示します。 
◎９月のギャラリー 

　揖保川公民館のあすなろ学園教
室生作品展を予定しています。 
 
 
 
＜揖保川地区＞ 
　㈲中元設備工業（�７２-３４１５） 
＜御津地区＞ 
１日～１０日　㈱ダイワ 
　昼間・夜間（�２７２-５３４１） 
１１日～２０日　ミツバ商事㈱ 
　昼間（�３２２-１２４５） 
　夜間（�３２２-２４８５） 
２１日～３１日　増本商店 
　昼間・夜間（�３２２-０１２９） 
 
 

【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 

※６月１６日～６月３０日届出分（敬称略） 

吉村　　勇 

万壽本太郎 

吉田　久夫 

御津町釜屋 

御津町室津 

御津町朝臣 

６/１３ 

６/１７ 

６/２４ 

８６ 

８２ 

７７ 

 





ひょうご環境体験館（はりまエコ 
ハウス）　８月のイベント 


ひょうご消費生活サポーター養成 
講座（初級）の受講者募集 


２００９龍野ビジネススクール 
「日商簿記検定３級受験対策講座」 


光都サマーフェスタ２００９ 
「商人塾」を開催 


～講座～ ～講座～ ～講座～ 


【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 


 
 
 
◎開催日程　 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎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） 
 
 
 第３６回 光都プラザフリーマーケット 
◎とき　８月２２日�　９時～１４時
※小雨決行 
◎ところ　光都プラザ周辺 
◎出店　約１００区画 
◎入場料　無料 
�光都プラザテナント会（�０７９１-


５８-２９００） 
 光都映画祭 
◎とき　８月８日�～８月２３日�
　※月曜日休館 
◎ところ　光都プラザ・オプトピア 
◎入場料　無料 
�オプトピア（�０７９１-５８-１１５５） 
 
 
 
 
 
 
　悪質商法や振り込め詐欺被害に
苦しむ消費者を救うため、消費生
活相談員を目指す方を募集します。 
◎とき　平成２１年１０月以降 
◎ところ　【座学】姫路【実地研
修】西播磨生活科学センター（旅
費・日当有） 
◎実施主体　兵庫県 
◎対象　市内在住の方 
◎内容　 
【座学】延べ４０日（１日５時間、
週３日程度） 
【実地研修】延べ１０日（１日４時間） 
◎申込方法　電話 
◎応募期限　８月１４日（金） 
◎その他　応募者多数の場合は抽選 
�なんでも相談課（�６４-３２５０） 
 
 
　地元密着型地域一番店を目指し、
店舗の立地条件や地域特性などを
マーケティング活動に取り入れる
とともに、顧客にアピールできる
商品陳列レイアウトの技法を学び
ます。 
◎とき　７月２９日�～１１月１６日� 
（全７回）いずれも１９時～２１時 


◎ところ　龍野経済交流センター 
２階セミナー室 
◎内容 
①エリアマーケティングを活用し
て地域一番店になろう 
②地域を知る! お客様を知る! そし
てライバルを知る! 
③ショップコンセプトを再構築し
よう、地域一番店戦略を描こう 
④エリア中に知らせよう! そして
お客様を集めよう! 
⑤売場改善事例［劇的ビフォー＆
アフター］ 
⑥ＶＭＤ（ビジュアルマーチャン
ダイジング）活用事例 
⑦変えてみましたうちの店！最終
発表会 
◎受講料　７,０００円（龍野商工会
議所会員は５,０００円） 
◎定員　２０人 
�龍野商工会議所（�６３-４１４１） 
 
 
 
　簿記の基礎知識から決算書作成
までの内容を習得します。 
◎とき　８月２４日�～１１月１３日�
（全２４回） 
◎ところ　龍野経済交流センター 
２階セミナー室 
◎内容　講義１８回／模試６回 
◎講師　近畿税理士会龍野支部 
　　　　税理士　山下裕史氏 
◎定員　３０人 
◎受講料　１８,０００円（龍野商工会
議所会員は１５,０００円） 
テキスト代　２,０００円（練習問題、 
過去問題含む） 
※３級検定料（２,５００円）は含まない。 
�龍野商工会議所（�６３-４１４１） 


【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 


開催日 イベント内容 
１日� 
１３時～１５時 


｢鳥の巣箱を作ろう①｣ 
※参加費：１,０００円 
　作った巣箱は、体
験館の森に設置し、１１
月以降に鳥の観察会
を実施します。 


８日� 
１３時～１５時 


｢親子で体験館周辺の
自然を描いてみよう！｣ 
※参加費：無料 
画用紙、絵の具、画板
を持参してください。 


２２日� 
１０時～１２時 


｢貝殻で作る水鳥｣ 
※参加費：１００円 
　あさりの殻があれ
ば、持参してください。 


２９日� 
１３時～１５時 


｢貝殻を使って、風鈴
を作ろう！｣ 
※参加費：１００円 
※がちゃがちゃのカ
プセル（１個）があ
れば、持参してくだ
さい。 
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