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８月３０日（日）は第４５回衆議院議 
員総選挙・最高裁判所裁判官国民 
審査の投票日です 

兵庫県西・北部豪雨災害 
関連のお知らせ 

定額給付金申請受付期限迫る！ 

たつのプレミアム商品券を 
お持ちの方へ 

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８月３１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が、
「選挙のお知らせ券」が届かなか
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 
◎とき　８月１９日（水）～８月２９日
（土）８時３０分～２０時 
◎受付場所　①市役所②新宮総合
支所③揖保川総合支所④御津総合
支所⑤室津センター 
※ただし、室津センターでは、８
月２９日（土）８時３０分～１９時のみ 
※お住まいの地域に関係なく、い
ずれの場所でも投票できます。 
※最高裁判所裁判官国民審査は８
月２３日（日）からです。 
◎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。 
 選挙公報 
　新聞へ折込みします。また、市
役所、各総合支所、室津出張所、
行政サービスセンター及び各市立
公民館の公共施設に配置します。 
 開　票 
◎とき　８月３０日（日）２１時２０分～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール　 
 投票所 
　「選挙のお知らせ券」の投票所
欄をご確認ください。 
　８月４日以降に市内で住所変更

された場合は、旧住所地の投票所
になります。 
 ホームページ 
　市ホームページ選挙情報に選挙
に関する情報を掲載しています。 
 ご注意ください！ 
　選挙当日８月３０日（日）は、選挙
のお知らせ券に記入している場所
でしか投票できません。投票所位
置図は、市ホームページをご覧く
ださい。 
�選挙管理委員会（�６４‐３１８３） 
 
 
 
 河川敷公園の使用禁止について 
　台風９号の被害により、河川敷
公園は危険な状態になっているた
め使用を禁止しています。使用可
能になった場合はお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
�都市計画課（�６４‐３１６３） 
 災害救援物資を募集 
　被災地の方が必要とされている
タオル等の救援物資を受付してい
ます。 
　なお、物資の内容等について調
整が必要なため、事前に下記まで
ご連絡ください。 
�社会福祉協議会（龍野�６３‐５１０６、
新宮�７５‐５０８４、揖保川�７２‐７２９４、
御津�３２２‐２９２０） 
 
 
 
 
 
 
 

 義援金を募集 
　市役所及び各総合支所に義援金
箱を設置していますので、ご協力
をお願いします。 
�危機管理課（�６４‐３２１９） 

　定額給付金の申請受付期限が迫
っています。受付期限を過ぎると、
定額給付金が受給できなくなります。 
　申請がまだの方はご注意ください。 
◎受付期限　９月３日（木） 
◎申請受付場所　市民課・各総合
支所市民福祉課　※土日は除く 
◎添付書類 
・本人確認書類（免許証、保険証
等）の写し 
・振込口座確認書類（通帳、キャ
ッシュカード等）の写し 
※定額給付金の申請書を紛失され
た方は、ご連絡ください。 
�定額給付金担当（�６４‐３１４７） 

　たつのプレミアム商品券の有効
期間は、９月３０日（水）までとなっ
ています。 
　有効期間を過ぎると使用できま
せんので、ご注意ください。 
�商工観光課（�６４‐３１５６） 

千鳥ヶ浜公園、祗園公園、揖
保川水辺プラザ、新宮リバー
パーク、きらめき公園、せせ
らぎ公園 

使用禁止公園名 



中学校給食（デリバリー方式）の 
追加申込みは毎月できます 

野焼きは禁止されています 

三木清研究会公開講演会を開催 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
 
　介護給付費のお知らせは、サー
ビスの種類や月々の支払額を確認
していただくためのものです。 
　ハガキの記載内容と、担当のケアマ
ネジャーから交付されるサービス利用票、
サービス事業所から発行される領収
証を比べてみて、利用したサービス内
容が一致しているかご確認ください。 
　このお知らせは、８月と来年２
月に送付します。（８月送付分は４・５・
６月サービス利用分、来年２月送付分
は１０・１１・１２月サービス利用分です。） 
　記載されている金額と領収証の
額が異なっている場合や利用した
覚えのないサービスが記載されて
いる場合等は担当ケアマネジャー
や市へお問い合わせください。 
　なお、このお知らせは費用の請
求やお支払いの通知ではありませ
んのでご注意ください。 
�高年福祉課（�６４‐３１５５）◯新市民福
祉課（�７５‐０２５３）◯揖市民福祉課（�７２
‐２５２３）◯御市民福祉課（�３２２‐１４５１） 
 
 
　「近所でごみを燃やして悪臭が
する。洗濯物がよごれる。」など野焼き
に対する苦情が多く寄せられています。
野焼きは法律で禁止されています。 
　家庭から出るごみは分別をして
指定された日にごみステーション
へ出しましょう。 
　また、農業、林業、水産業に関する
焼却やとんど、ごま焚きなど風俗習慣
上にて行われる焼却などは、法律の規
制対象外となっていますが、近隣トラブ
ルにならないよう十分に配慮してください。 

�環境課（�６４‐３１５０） 
 
 
 
　龍野東、龍野西及び揖保川中学
校の給食は、１か月単位で申込み
ができます。 
　２学期分の申込みをされていな
い方も、希望される月の前月１０日
までに申込書を提出していただけ
れば、追加申込みが可能です。 
　２学期には、新メニュ－も登場
します。成長期の中学生に適した
栄養バランスのとれた給食を提供
していますので、ご利用ください。 
◎申込方法　在籍する中学校に申
込書を提出してください。 
◎給食費　１食２８０円 
�教育総務課（�７２‐６４９１） 
 
 
 
 
 
 
　伝統文化である「いけばな」を
広く地域の方々に鑑賞していただ
くため、西播磨各地域の華道家に
よるいけばな展を開催します。 
◎とき　９月１２日（土）～１３日（日）
１０時～１８時（１３日のみ１７時まで） 
◎ところ　新宮公民館 
�社会教育課（�７２‐６４９４） 
 
 
 
　アマチュア音楽グループによる
ライブ音楽を気軽にお楽しみくだ
さい。 
◎とき　９月１２日（土）１８時３０分～ 

◎ところ　赤とんぼ文化ホールホールロビー 
◎入場料　無料 
◎出演バンド　 
　シュガーマウンテン（軽音楽バンド） 
　Ｔｈｅ　Ｋａｔｅ（Ｊ-ＰＯＰバンド） 
　Ｇ＆Ｂ（オールディーズバンド） 
�赤とんぼ文化ホール（�６３‐１８８８） 
 
 
◎とき　９月５日（土）１４時～ 
◎ところ　霞城館１階視聴覚室 
◎演題　「哲学の外に出る哲学の
可能性‐三木清とマルクス問題‐」 
◎講師　一橋大学大学院教授 
　　　　平子友長　氏 
�霞城館（�６３‐２９００） 
 
 
 
◎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） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

開催日 イベント内容 
５日（土） 
１３時～１５時 

「お月見を楽しもう！」 
※参加費：２００円 

１２日（土） 
１３時～１５時 

｢ハタケシメジを育てよう！｣ 
※参加費：１,０００円 
プランター、軍手、移植ご
てを持参してください。 

１９日（土） 
１３時～１４時３０分 

｢ウグイス笛を作ってみよう！｣ 
※参加費：１００円 

２３日（水） 
１３時～１５時 

｢ちびっこかんきょうたいけ
んひろば｣牛乳パックを
使ったおもちゃづくり 
※参加費：無料 

２６日（土） 
１３時～１５時 

｢木の実のウエルカム
ボードづくり｣ 
※参加費：３００円 
飾りたいものがあれば
持参してください。 

ふれあいの祭典　兵庫県いけば 
な展（たつの会場）を開催 

ひょうご環境体験館（はりまエコ 
ハウス）　９月のイベント 

「サタデーナイトロビーコンサート 
Ｖｏｌ.１７」を開催 

～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

（木）・（金）・（土）・（日）・（祝）のみ営業　毎夜ライブステージを開催中！ （木）・（金）・（土）・（日）・（祝）のみ営業　毎夜ライブステージを開催中！ 
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ご確認ください！介護給付費のお 
知らせのハガキを送付します 



「家族介護者交流日帰り旅行」 
参加者を募集 

旬の料理教室（初秋の食材を使っ 
たメニュー）を開催 

揖保川スポーツセンター　第Ⅲ期 
各種体操教室受講生を募集 

「楽・得　介護塾」参加者を募集 

第１２回たつの市長杯囲碁大会 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 
 
 
 
 
 
　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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎とき　９月９日（水）９時３０分～１３時 
◎ところ　御津公民館 
◎募集人数　３０人 
◎参加費　実費負担 
※エプロン、三角巾を持参してく
ださい。 
�御津保健センター（�３２２‐３４９６） 
 
 
 
 のびっこ体操教室Ⅰ 
◎とき　１０月７日～１２月９日 
（全１０回：期間内の毎週水曜日） 
◎定員　１５人 
 のびっこ体操教室Ⅱ 
◎とき　１０月９日～１２月１１日 
（全１０回：期間内の毎週金曜日） 
◎定員　１５人 
 親子体操教室 
◎とき　１０月８日～１２月１０日 
（全１０回：期間内の毎週木曜日） 
◎定員　２０組 
のびっこ体操教室内容 
トランポリン、跳び箱、マット、
平均台、鉄棒、フラフープを使っ

た運動遊びです。 
親子体操教室内容 
　トランポリン、跳び箱、マット、
平均台、鉄棒、フラフープを使っ
た運動や音楽に合わせたダンスな
どを親子で楽しみます。 
◎受付期限　９月１１日（金）１５時ま
で。定員を越えた場合は、翌日１２
日（土）に抽選会を行います。（申込
多数の場合は、初受講生を優先し
て抽選します。） 
　また、電話及びＦＡＸ、電子メ
ールでの申込みは受付しません。 
◎受付　揖保川スポーツセンター 
◎抽選会場　揖保川スポーツセンター 
◎抽選日　９月１２日（土） 
　のびっこ体操教室：１０時～ 
　親子体操教室：１１時～ 
◎受講料　２,０００円 
◎申込書　揖保川スポーツセンタ
ーに用意しております。 
�揖保川スポーツセンター（�７２
‐５５６７） 
 
 
◎とき　９月６日（日）　９時～ 
◎ところ　市青少年館 
◎試合方法　Ａ級（４段以上）、Ｂ
級（３段～初段）、Ｃ級（級位者） 
◎審判長　関西棋院　陳嘉鋭　九
段　※指導碁もあります。 
◎賞品　各クラス１位から３位　
賞状･盾・副賞、４位　賞品 
※全員に参加賞 
◎参加費　２,０００円（弁当付） 
◎申込方法　官製ハガキ（氏名・
住所・段級位記入）又は申込用紙 
◎申込期限　８月３１日（月） 
◎申込先　〒６７９‐４１６４ たつの市龍
野町立町９  津田律司（�６２‐０５０２） 

くわのみ園在宅介護支援センター
（�６６-０２３０） 
◎とき　９月３日（木） 
認知症について 
◎とき　１０月１４日（水） 
住み慣れた家で最期まで「在宅で
の看取り」 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２-６６００） 
◎とき　１０月６日（火） 
リハビリ教室「転倒予防のための
筋力トレーニング」 

御津在宅介護支援センター 
（�３２４-０７６７） 
◎とき　９月１３日（日） 
「からだの老化を理解する」 
　～苅屋公民館にて～ 
◎とき　９月１６日（水） 
「からだの老化を理解する」 
　～室津センターにて～ 
◎とき　１０月２１日（水） 
「認知症があっても地域で暮らす」 

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（土）� 
おいしく食べるために「お口の健康づくり」 

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（土）� 
リハビリ教室介護予防のための「貯
筋」③～自宅でできる肩の筋トレ～ 

ジュネスしんぐ在宅介護支援センター
（�７５-５２２８） 
◎とき　１０月２９日（木） 
岡山美作三湯「湯郷温泉に行こう」 

糖尿病教室のお知らせ 
◎とき　９月９日（水）１４時３０分～ 
　　　　「美味しく食べてエネルギーもダウン」　 
　　　　講師：管理栄養士 
◎とき　９月３０日（水）１６時～ 
　　　　「糖尿病運動療法について」 
　　　　（パート2 ストレッチング・有酸素運動） 
 　　　　講師：理学療法士 
◎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） 

ミル・フルールならではの可愛いお花で、アレンジを作ってみませんか？ 

生花のアレンジコース、資格検定コース、ブリザーブドコース（新設） 
各コース無料体験レッスン受付中　※材料費のみ要 

●開催場所 
赤とんぼ文化ホール、太子商工会館、アクアホ
ール、赤穂ハーモニーホール、きしゃぽっぽ（揖西
町喫茶店）、姫路教室、相生教室、テクノ教室 

9月19日（土）午後1時から赤とんぼ文化ホール
にて敬老の日アレンジ体験レッスン（2,000円）を
開催致します。ぜひご参加ください！ 
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平成２１年度「三木清 明日の文化 
賞」の作文募集 

防衛省「防衛大学校・防衛医科大学 
校・看護学生・航空学生・一般曹候 
補生・2等陸海空士」を募集 

農業委員会９月定例会　日程変更 
のお知らせ 

龍野図書館臨時休館お知らせ 

三木露風詩曲がCDになります！ 

室津民俗館・海駅館のお雛様展示、 
臨時開館と休館日のお知らせ 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
　 
◎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 
◎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。小
学生低学年の部のみ７２０字以内 
⑤未発表のものに限ります。 
⑥テーマ・氏名・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（Ａ４サイズ） 
◎応募締切　９月１１日（金） 
※当日消印有効 
◎応募方法　社会教育課へ持参。
郵送可 
◎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） 
 
 
 
 
◎応募資格 
�防衛大学校、防衛医科大学校 
　高卒（見込含む）２１歳未満の方 
�看護学生 
　高卒（見込含む）２４歳未満の方 
�航空学生 
　高卒（見込含む）２１歳未満の方 
�一般曹候補生、２等陸海空士 

　１８歳以上２７歳未満の方 
◎受付期間 
�防衛大学校（一般）、防衛医科
　大学校、看護学生 
　９月７日（月）～１０月２日（金） 
�防衛大学校（推薦） 
　９月５日（土）～９月９日（水） 
�航空学生、一般曹候補生、2等
　陸海空士（女子） 
　８月１日（土）～９月１１日（金） 
�２等陸海空士（男子） 
　年間を通じて受付 
※試験日等詳細については、下記
へお問い合わせください。 
�自衛隊兵庫地方協力本部相生地
域事務所（�０７９１‐２３‐２７５０） 
 
 
 
 
 
　８月３０日（日）は衆議院議員総選
挙の投票所に使用されるため、臨
時休館します。 
　ご迷惑をおかけしますが、ご協
力をお願いします。 
※新宮、揖保川、御津の各図書館
は通常どおり開館します。 
�龍野図書館（�６２‐０４６９） 
 
 
 
　８月２２日（土）から８月３０日（日）
までの八朔のひな祭り開催期間中、
２館でお雛様を展示します。８月
２４日（月）は臨時開館、８月３１日（月）
から９月２日（水）までは休館日と
します。 
�室津海駅館（�３２４‐０５９５） 
 

 
 
 
　農業委員会は、毎月２３日を基準
日として定例会を開催しており、
その前２日間で地区委員会の開催
及び各地区で農事相談を受け付け
ています。 
　しかし、９月は大型連休により
通常の日程で開催できないため、
日程が早まります。 
　申請書を提出される方は、お早
めに準備をお願いします。 
◎定例会　９月１８日（金） 
◎申請書受付締切　９月７日（月） 
�農業委員会（�６４‐３１８５） 
 
 
　今年は、三木露風生誕１２０周年
にあたり、露風の詩による童謡・
歌曲の中から２４曲を選曲し、ＣＤ
になります。露風の詩による歌が
多くの皆さんに親しまれ、歌いつ
がれることを期待しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎CD名　ふるさとの詩 
◎価格　１,５００円（税込） 
◎収録作品　「ふるさとの」「樽
の唄」「赤蜻蛉」など全２４曲 
◎発売日　９月６日（日） 
◎申込み・問合せ先　赤とんぼ文
化ホール（�６３‐１８８８） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 
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揖龍クリーンセンター　リサイクル 
ショップ『エコハート』を開店 

「正社員･就職面接会 in HIMEJI」 
を開催 

消防職員が住宅火災警報器設置調 
査にお伺いします 

新宮温水プール「敬老の日」６５歳 
以上無料 

平成２１年度第２回危険物取扱者試験 

出張年金相談所を実施します 

家庭不用品交換情報コーナー 

献血にご協力をお願いします 

 
 
 
　水の中を歩くだけでも運動効果
が得られます。体力作り、健康の
ために水中運動をしましょう。 
　当日は超音波水流が気持ちいい
流水体験もできます。この機会に、
ぜひ温水プールにお越しください。 
※プール利用時は水着と水泳帽子
が必要です。 
◎とき　９月２１日（祝） 
◎ところ　新宮温水プール 
◎対象　６５歳以上 
◎無料開放　９時～２１時３０分 
◎流水体験 
　①１０時～１０時４０分 
　②１３時～１３時４０分 
�新宮温水プール（�７５‐５１５１） 
 
 
 
　家庭から出た大型ごみのうち、
自転車を中心に、家具・玩具類等、 
まだ利用できるものを希望者に無
償で譲渡します。 
◎とき　９月６日（日）９時～１２時
※雨天決行 
◎ところ　揖龍クリーンセンター 
※希望者多数の場合は、１０時から抽選
�揖龍クリーンセンター（�６４‐８０１８） 
 
 
 
　市消防本部では、平成２１年度か
ら２２年度にかけて、市内全てのご
家庭を個別に訪問します。 
　これは、平成２３年５月３１日まで
に、一般住宅の寝室等に住宅用火
災警報器を設置しなければならな
いため、住宅用火災警報器の設置
状況の調査を行うものです。 
　なお、この訪問で消防職員がお
宅にあがったり、住宅用火災警報
器を販売することはありません。 
　訪問日時については、各自治会
長と調整をさせていただきますの
で、皆さんのご協力をお願いします。 
　住宅用火災警報器について、ご
不明な点がございましたら、気軽

にお問い合わせください。 
�消防本部予防課（�６４‐３１７５） 
 
 
◎試験日　１０月２５日（日） 
◎試験会場　県立大学姫路書写キ
ャンパスほか 
◎試験の種類　甲種、乙種（第１
類～第６類）、丙種 
◎受験資格　甲種：消防法第１３
条の３第４項に該当するもの　乙
種・丙種：制限なし 
◎申込方法　消防本部予防課及び
各署所にある受験願書を（財）消防
試験研究センター兵庫県支部（神
戸市）へ郵送又は持参 
◎申込期間　９月２日（水）～９月１１日（金） 
�消防本部予防課（�６４‐３１７５） 
 
 
 
　フリーターや契約社員、一般求
職者など、正社員を目指す若年者
（概ね３９歳まで）を対象に就職面
接会を開催します。 
◎とき　８月３１日（月）１３時～１６時
（受付は１５時まで） 
◎ところ　姫路キャッスルホテル 
◎内容　姫路を中心に県内の企業
が、会場内で企業説明や採用面接
を行います。（参加無料） 
◎参加企業　４０社程度（予定） 
◎対象　正社員就職を目指す概ね
３９歳までの方 
※大学・短大など平成２２年３月卒
業予定の方も参加できます。 
◎参加方法　当日、直接会場へ 
（予約不要）履歴書持参 
※「兵庫労働局」ホームページで
詳しい内容が検索できます。 
�ハローワーク姫路（�０７９‐２２２‐
４７８５） 
 
 
 
 
 
 
 
�健康課（�６３‐２１１２） 

 
 
　姫路社会保険事務所による出張
年金相談が行われます。 
　相談は予約制です。当日は予約
された方を優先して相談が行われ
ますので、予約なしで来られた方
は長時間お待ちいただく場合があ
ります。 
◎とき　１０月２３日（金）１０時～１５時 
◎ところ　揖保川総合支所４階ふ
れあいホール 
◎相談員　姫路社会保険事務所職員 
◎予約受付期間　９月２４日（木）～
１０月２０日（火）　８時３０分～１７時 
※土日・祝祭日は除く 
◎予約申込先　国保年金課（�６４
‐３２４０）総合支所では受付してい
ません。 
※申込みの際は、氏名・基礎年金番
号・相談内容をお知らせください。 
 
 
◎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、犬の紙おむつ、ペットシ
ート、世界大百科事典、自転車の
前カゴ（子どもをのせる用） 
◎譲って欲しい品物 
赤ちゃん用玩具（０歳～）、ビデオ
デッキ、チャイルドシート、野球
のグローブ（大人用・左手）、自転
車（大人用）、ミシン、幼児用キッ
クボード、スケーター、水着と水
泳の帽子（婦人用）、ＤＶＤプレ
ーヤー、ラジカセ 
�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（�３２２‐１４５１） 
 
 
 
 と　き ところ 

８月２８日（金） 
９時３０分～１１時 

８月２８日（金） 
１５時１５分～１６時１５分 

 たつの市役所 

とくなが病院 

8月は「道路ふれあい月間」です 

　道路はみんなのものです。ル
ールを守って広く、正しく使い
ましょう。 
　ゴミ、空き缶のポイ捨て、無
断の張り紙、はみ出し看板の設
置はやめましょう。 

国土交通省 
兵庫県県土整備部　たつの市 
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

新型インフルエンザの流行に備えよう!!新型インフルエンザの流行に備えよう!!新型インフルエンザの流行に備えよう!!
（秋冬）

　新型インフルエンザは、現在もなお散発的に海外帰国者による患
者や学校での集団感染が確認されています。秋冬には大幅に患者が
増加することが予測されるため、今後に向けての対策が重要です。 

①感染を予防する 

②体力、抵抗力をつける 

③正しい情報に注目する 

○手洗い・うがい 
　　石けんで15秒以上洗い、流水で流した後、清潔なタオル等できれいに拭き取りましょう。 
　アルコール手指消毒剤も効果的です。 

厚生労働省や兵庫県などから随時新しい情報が提供
されます。正しい情報を得て、落ち着いて行動しましょう。 

④流行、発生に備える 
新型インフルエンザが流行すると、感染予防のため学校の休校や自宅待機など外出自粛が求め
られます。その際の役割分担を家庭で話し合っておきましょう。また、2週間程度の食料や水、
日用品を準備しておきましょう。 

○人ごみをなるべく避ける 

○マスクの着用（不織布製マスク） 
　　ウイルスが体の中に入ってくるのをある程度は防ぐことができます。もしも感染してしまっ
た場合、ほかの人への感染を防ぐためにも必ず着用しましょう。 

 ふしょくふ せい 

○十分な休養とバランスの良い食事 
○接種可能な予防接種を受けておく 
○糖尿病、高血圧症など慢性疾患で治療中の人は、 
　主治医の治療を定期的に受ける 

食料・水・日用品の備蓄品の例 食料・水・日用品の備蓄品の例 
食料（長期保存ができるもの）・水・医薬品・通常の災害時のための物品 
インフルエンザ対策用品（マスク、ゴム手袋、消毒用アルコールなど） 
※厚生労働省では、家庭で一人あたり20～25枚程度のマスクの備蓄が必要としています。 

たつの市（問合せ先：健康課�63-2112） 

丈夫な身体・体力づくりにはまず食事！ 

1回の食事に
なるべく3つの
お皿（主食・
主菜・副菜）
をそろえること

でバランスが良くなります。 
免疫力を高めるビタミンＣ、鼻や
のどの粘膜を丈夫にするビタミンＥ
や水分補給を忘れずに！ 

★3度の食事は身体の基本 ★3度の食事は身体の基本 
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新型インフルエンザの
診療体制が変わりました
新型インフルエンザの
診療体制が変わりました
新型インフルエンザの
診療体制が変わりました

急な発熱とせき、またはのどの痛み 

「インフルエンザかもしれない！？」 「インフルエンザかもしれない！？」 

新型インフルエンザのある疑いの方も含め、発熱時には、まずはかかりつけ医に電話で相談しましょう。 
かかりつけ医のいない方は、インフルエンザ診療可能医療機関に、下記の注意を守って受診しましょう。 
診療可能医療機関がわからない方は、「新型インフルエンザ健康相談窓口」にご相談ください。 

※ インフルエンザ診療可能機関はインターネット上の「兵庫県医療機関情報システム」でも検索できます。 

【医療機関を受診するときの注意】 

�必ず電話等で事前に連絡し、受診する時
間や来院時の入口などについて問い合わせ
てください。 

�受診する時はマスクを着用します。マスク
がない場合は「咳エチケット」を心がけ、
周囲に感染させないよう注意してください。 

�公共交通機関（バス、タクシーなど）の利
用を避け、できる限り自家用車などを利用
してください。 

現在流行している新型インフルエンザは、感染者のほとんどが、比較的軽症のまま数日

で回復しているので、あまり不安を感じる必要はありません。

その一方、妊婦、喘息や糖尿病などの基礎疾患を持つ方等は感染すると重症化の危険性

が高くなるとされています。早めにかかりつけ医に相談しましょう。

兵　庫　県

新型インフルエンザ健康相談窓口　龍野健康福祉事務所
�0791-63-5143　平日　9時〜18時

（休日・夜間は本庁に自動転送）

と思ったら・・・ 

咳エチケットを守ろう！咳エチケットを守ろう！

○咳、くしゃみ等の症状のある間はマスクを
着用しましょう。 

○マスクがなく、咳やくしゃみをする時は、
ハンカチ、ティッシュ等で口と鼻を覆いま
しょう。それもない場合は、手ではなく、
周囲に触れにくいひじの内側あたりで押さ
えましょう。 

○使ったティッシュはすぐにごみ箱に捨てま
しょう。 
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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 〈9月の催し〉 〈9月の催し〉 〈9月の催し〉 

えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　９月１２日（土）・１９日（土）１１時～１１時２０分「ティッチ」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　９月１３日（日）１１時～１１時３０分「みつけどり」他 
読書会（一般） 
　９月１１日（金）１０時～１１時３０分 
　「生かされて。」イマキュレー・イリバギザ〔他〕 著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　９月１４日（月）・２８日（月）１１時～１１時２０分 
　「こぶたがぶうぶう」他 
おはなしのじかん（５歳児～） 
　９月５日（土）・１２日（土）・２６日（土） 
　１１時～１１時３０分 
　「ルンペルシュティルツヘン」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　９月１２日（土）・１９日（土）１０時３０分～１０時５０分　 
　「せきたんやのくまさん」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　９月１２日（土）・１９日（土）１１時～１１時３０分 
　「はなのすきなうし」他 
読書会（一般） 
　９月１６日（水）１０時～１２時　「手紙」　東野圭吾  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月１３日（日）・２０日（日）１１時～１１時２０分　「どろんこおそうじ」他 
てじな（３歳児～、保護者） 
　えほんのじかん終了後～ 
映画会 
　 ９月６日（日）こども向け  １０時３０分～１１時３０分「一休さん」他 
　９月２７日（日）一般向け  １０時１０分～１２時「ＮＩＴＡＢＯＨ　仁太坊」 
読書会（一般） 
　９月１６日（水）　１３時３０分～１５時３０分「日本語 表と裏」森本哲郎 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） 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」 
９月の展示 

※お知らせ版７月号で、開催時間を１１時としていましたが、１０時の誤りです。訂正してお詫びします。 

２００９年度たつのあいあい塾 

９月の行政相談日 

９月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 

今月の市税 

９月のふれあい橋ギャラリー 

人権相談所を開設 
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◎展示作品　苅屋保育所４歳児の
絵画 
�◯御地域振興課 
　（�３２２‐１００１） 
 
 
 
◎とき　９月１６日（水）１３時～１５時
市役所２階相談室、御津公民館１
階会議室 
◎とき　１０月１４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 
�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　９月１９日（土）１９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎演題　「子どもの理科離れって本当？」 
◎講師　曽谷紀之 氏（あいあい塾
塾長） 
�揖保川公民館（�７２‐２４１２） 

 
 
＜龍野＞ 
◎とき　８日（火）９時３０分～１２時 
◎ところ　市役所２階相談室 
＜新宮＞ 
◎とき　３日（木）１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 
◎とき　１５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）　 
第２期分 
◎国民健康保険税（普通徴収）　 
第２期分 
◎納期限　８月３１日（月） 
　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。 
 
 
　あすなろ学園の絵画教室生が丁

寧に書かれた作品を展示します。 
◎１０月ギャラリー 
　揖保川町自治会館の教室作品展
を予定しています。 
 
 
 
＜揖保川地区＞ 
　中元産業（�７２‐２０３１） 
＜御津地区＞ 
１日～１０日　勝間設備（株） 
　昼間（�３２２‐２４８８） 
　夜間（�３２２‐１３５５） 
１１日～２０日　（有）沼田水道工業所 
　昼間・夜間（�３２２‐１２５１） 
２１日～３０日　（株）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 

※７月１６日～７月３１日届出分（敬称略） 

藤田　 男 

正清伊佐夫 

山　秀子 

横田　美光 

森口　濱子 

井口　明義 

　チヨノ 

御津町室津 

龍野町島田 

龍野町富永 

御津町中島 

揖保町今市 

誉田町福田 

新宮町下莇原 

７/８ 

７/１２ 

７/１４ 

７/２０ 

７/２２ 

７/２５ 

７/２７ 

８６ 

６２ 

８７ 

６７ 

８４ 

８２ 

８３ 


