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　小児科診療を再開します。 
◎診察開始　１１月１３日（金）～ 
◎診察日　毎月第２・第４金曜日 
◎受付時間　８時３０分～1６時 
�御津病院事務局（�３２２‐１１２１） 
 
 

 
 
 
　結婚５０周年を迎えられるご夫婦
の長寿を祝福し、記念樹を贈呈し
ます。 
◎対象者　市内在住の夫婦で、昭
和３５年１月１日から１２月３１日の間
に婚姻届を提出された方 
◎記念樹　黒松・五葉松・観音竹
のうち希望の種類を１つ 

◎贈呈場所 
《本庁》町並み対策課 
《支所》各総合支所地域整備課 
◎贈呈時期　平成２２年２月中旬
（予定） 
◎申込締切　１１月３０日（月） 
◎申込先 
�町並み対策課（�６４‐３１６７）、◯新
地域整備課（�７５‐２４３０）、◯揖地域
整備課（�７２‐７６０３）、◯御地域整備
課（�３２２‐２２４３） 

平成22年度就学時の健康診断を実施します 
来年度、市内の小学校に就学されるお子さんの健康診断を実施します。 

※詳しくは、学校教育課（�７２‐６４９３）へお問い合わせください。 

●御津地域 
実施場所 実施日 受付開始時刻 開始時刻 
御津公民館 １２月１４日（月） １３:００ １３:３０ 

龍野小学校 
小宅小学校 
揖西東小学校 
揖西西小学校 
揖保小学校 
誉田小学校 
神岡小学校 

１１月１８日（水） 
１１月２６日（木） 
１２月３日（木） 
１２月１０日（木） 
１１月１９日（木） 
１２月３日（木） 
１１月２６日（木） 

１３:００ 
１３:００ 
１３:２０ 
１３:１５ 
１３:００ 
１３:００ 
１３:００ 

１３:３０ 
１３:３０ 
１４:００ 
１３:４０ 
１３:３０ 
１３:３０ 
１３:３０ 

●揖保川地域 
実施場所 実施日 受付開始時刻 開始時刻 

揖保川総合支所 １２月４日（金） 

半田小・河内小校区 
１３:００ 

半田小・河内小校区 
１３:３０ 

神部小校区 
１３:３０ 

神部小校区 
１４:００ 

●新宮地域 
実施場所 実施日 受付開始時刻 開始時刻 

●龍野地域 
実施場所 実施日 受付開始時刻 開始時刻 

新宮公民館 
（旧新宮文化センター） 

平成２２年 
１月２１日（木） 

西栗栖小・東栗栖小校区 
１３:００ 

西栗栖小・東栗栖小校区 
１３:３０ 

香島小･新宮小･越部小校区 
１３:２０ 

香島小･新宮小･越部小校区 
１３:５０ 



平成２１年度たつの文化祭 

新宮文化展 

竹細工の作品展・即売会 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
 
　平成２１年度から、まちづくり交
付金を受けて進めている都市再生
整備計画（新宮地区）二期計画の
モニタリング原案を公表します。 
　ご意見がある場合は、郵便、フ
ァックス等で都市計画課まで提出
してください。 
◎閲覧場所　都市計画課及び市ホ
ームページ 
◎公表及び意見提出期間　１１月１０
日（火）まで 
�都市計画課（�６４‐３１６４） 
 
 
 
　龍野東・龍野西・揖保川中学校
の給食は、１か月単位で申込みが
できます。 
　希望月の前月１０日までに申込書
を提出していただければ、追加申
込みができます。 
※１２月分は１１月１０日（火）まで 
◎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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　個性ある文化・芸能活動にいそ
しんでいる各種サークルの展示会・

芸能発表会を開催します。 
 展示部門 
◎とき　１０月３１日（土）、１１月１
日（日）　９時～１６時３０分 
※ただし、学童美術展、発明工夫
展は１１月３日（火）まで開催 
（１１月２日は休館日） 
◎ところ　 
○青少年館 
盆栽展、いきいき陶芸展、文芸
展、幼児学童美術展、児童生徒
発明工夫展 
○赤とんぼ文化ホールロビー 
茶華道展、写真展、婦人会手作
り作品展 
 芸能部門　 
◎とき　１１月１日（日）１０時～１６時 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール大
ホール 
◎入場料　無料 
�社会教育課（�７２‐６４９４） 
 
 
　新宮文化協会会員と新宮地域の
皆さんによる書道等の作品展示や
茶席と子ども茶道体験を開催しま
す。 
◎とき　１０月３１日（土）～１１月１日
（日）　９時～１７時（ただし、１日
は１５時まで） 
※茶席は１０月３１日（土）のみ（有料） 
※子ども茶道体験は、１０月３１日
（土）のみ。無料で先着５０名（申
込不要） 
◎ところ　新宮スポーツセンター 
�社会教育課 
（�７２‐６４９４） 
 
 
 

 
 
 
　龍野藩の大庄屋を公開し、日本
の伝統工芸、湯桶のコレクション
を展示します。 
◎とき　１１月２２日（日）、２３日
（月・祝）　１０時～１６時 
◎ところ　揖西町中垣内甲２９６ 
◎その他　自由観覧、入場無料 
姫路市との連携により、林田藩大
庄屋「三木家住宅」も同時公開 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�文化財課（�７５‐５４５０） 
 
 
　竹を利用した手作り作品展と即
売会を開催します。 
◎とき　１１月１４日（土）～１８日（水）
１０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、カゴ） 
◎費用　１００円～ 
�商工観光課（�６４‐３１５６） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

八瀬家住宅 

広報たつの10月号 ２ 

まちづくり交付金事業（新宮地区） 
モニタリング原案を公表します 

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 

「八瀬家住宅」特別公開 

「湯桶の心」を開催 
ゆ とう 



エンジョイ！子育てin播磨 

 
 
 
 
　民謡を通じて、地域の皆さんと
のふれあいを深めるため、民謡大
会を開催します。安来節日本一の
「琉球芸能シーサー心」のゲスト
出演もあります。 
◎とき　１１月１５日（日）１１時～ 
◎ところ　御津文化センター 
�三垣種美（�０７９‐３２２‐３４３５） 
 
 
 
◎とき　１１月２３日（月・祝）１３時
３０分～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール　
中ホール 
◎参加団体　たつの市民合唱団
たつの市少年少女合唱団、ビアチ
ェヴォーレ、ひびきコラール、大
正琴琴龍会、ウインドオーケスト
ラ『Shi-n』 
◎入場料　無料 
�たつの市民合唱団（久保田�６４‐
０５００、小椋�６３‐４４５３） 
 
 
◎とき　１１月８日（日）１０時～１４時 
◎ところ　新宮ふれあい福祉会館 
◎内容　パネルディスカッション
「命をつなごう次世代に」（１０時
～１１時２０分）、健康チェック・育
児相談、工作体験、人形劇、腹話
術、飲食コーナーなど 
※参加無料 
�ＮＰＯ法人ピア・しんぐう（�
７５‐３８８９） 

平成２１年度　全国統一防火標語 

「消えるまで  ゆっくり火の元  にらめっ子」「消えるまで  ゆっくり火の元  にらめっ子」「消えるまで  ゆっくり火の元  にらめっ子」
『秋季火災予防運動』が始まります 

建物火災防御訓練 

１１月９日�～１１月１５日� 
　秋から冬にかけて火を使用する機会が増え、火災が発生しや
すい時期を迎えます。 
　このような時期を迎えるにあたって、市民一人ひとりが一層
の火災予防に対する意識高揚を図り、火災の発生を防止するこ
とを目的として、全国いっせいに、秋季火災予防運動を実施し
ます。 
　市消防本部では、火災予防意識の啓蒙・推進を目的に、各種
イベント・訓練を行います。 
　ぜひ、この機会にご家庭・職場で、防火・防災について話し
あってみてください。 

◎と　　き 
◎と こ ろ 
 
◎参加団体 

１１月７日（土）　９時～ 
ダイエー・赤とんぼ広場南駐車場及び周辺（龍野
町堂本） 
市消防本部、市消防団（小宅・誉田・神岡地区） 

たつの防火協会主催　自衛消防競技会 

◎と　　　き 
◎と　こ　ろ 
◎参加事業所 

１１月１０日（火）　１３時３０分～ 
せせらぎ公園（揖保川町正條） 
たつの防火協会会員事業所 

　自衛消防組織の資質の向上、防
火意識の高揚を目的に、「消火器
の部」と「屋内消火栓の部」に分
かれて、初期消火技術を競います。 
　皆さん、自由にご見学ください！ 
�消防本部予防課（�６３‐３１７５） 

内容 

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） 

●開催場所 

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？ 

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 

※材料費のみ要 
各コース無料体験レッスン受付中 

３団体合同の民謡発表会 
（日本民謡緑種会・民謡踊り梅の 
美会・江戸芸かっぽれ桜蜜会） 

「ハーモニー交流コンサート」 
～たつの市民合唱団25周年記念～ 

n
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生徒募集！心理カウンセラー養成講座 
まずは体験コースから。参加費２，１００円（要予約） 
心理カウンセラーになりたい方、心理学に興味のある方、
自分自身を知りたい方　どなたでもご参加いただけます。 参加費２，１００円 

体験コース 開催 

NPO法人　総合福祉カウンセリングセンター 
◎応募：予約制　お気軽に下記までお電話でお申し込みください。 

本部本校　西宮市産所町14-5　ﾆｭｰﾄﾝﾋﾞﾙ西宮４F 
姫路ｾﾝﾀｰ　姫路市南町76番地　姫路城陽ﾋﾞﾙ4F 
TEL.079-288-8843 http//www.sf-counseling.org

福祉カウンセリング 検索

日　時 場　　所 時　間 

１１/１０（火） 
たつの市総合文化会館　アクアホール 
JR竜野駅から北へ徒歩約１５分　 
山陽自動車道　龍野ICから　車で約5分 

14：00～ 
　　16：00



「楽・得　介護塾」参加者募集 

旬の料理教室を開催 

【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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎とき　１１月１４日（土）・１５日（日）
９時３０分～１５時 
◎ところ　兵庫県いなみ野学園
（加古川市平岡町新在家） 
◎内容　クラブ・サークル活動の
発表（絵画・書道・陶芸他）、演
芸大会、アトラクション、チャリ
ティバザー、陶芸品や花・野菜類
の販売、楽焼体験等 
�兵庫県いなみ野学園（�０７９‐４２４
‐３３４２） 

 
 
 
 
 
　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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎募集人数　各３０人 
◎参加費　実費負担 
※エプロン、三角巾、ふきんを持
参ください。１週間前までに申込
みください。 
 
 
 
　季節にあったロシア料理を一緒
に作りませんか？ 
◎とき　１１月８日（日）９時３０分～１２時 
◎ところ　産業振興センター１階
（龍野町堂本） 
◎定員　１５人（先着順） 
◎参加費　２,０００円（中・高校生
１,０００円、同伴小学生以下無料） 
◎準備物　エプロン・筆記用具 
�たつの市国際交流協会事務局 
（�６４‐３１４０広報秘書課内） 
 
 
 
 
　蓄音機の銘機、クレデンザ等に
よるＳＰレコードのコンサートを
開催します。「エデンの東」「セ
ント・ルイスブルース」などの映
画音楽、ムード音楽、ジャズ、ラ
テンの名曲をお楽しみください。 
◎とき　１１月２２日（日）１４時～１６時 
◎ところ　新宮図書館 
◎選曲とお話　福島繁博　氏 
◎対象　中学生以上 
◎定員　５０人（先着順） 
◎申込方法　新宮図書館へお申込
みください。（電話可） 
�新宮図書館（�７５‐３３３２） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

開催日 イベント内容 

７日（土） 
１３時～１５時 

 ｢噴火を体験してみよう｣ 
※参加費：無料 

１４日（土） 
１０時～１５時 

「巣箱を作って、森に
出かけよう！」 
※参加費：無料（巣箱
を持ち帰る場合は実費
１,０００円） 
　軍手、水筒、弁当、
手袋、金づちを持参し
てください。 

２１日（土） 
１３時～１５時 

「落葉日記をつくろう」 
※参加費：無料 

２８日（土） 
１３時～１５時 

｢廃材を使ったクリス
マスツリー｣ 
※参加費：５００円 
　小ぶりな鈴や飾りがあ
れば持参してください。 

ひょうご環境体験館（はりまエコ 

ハウス）　１１月のイベント 

広報たつの10月号 4

「家族介護者交流日帰り旅行」 
参加者募集 

たつの市国際交流協会主催 
料理教室｢Tanya’s Kitchen!｣ 

第１回蓄音機「クレデンザ」・「HMV１９４」に 
よるSPレコードコンサート♪ 
｢忘れじの映画音楽のひととき｣ 
鑑賞会 

高齢者大学いなみ野学園文化祭 
いなみ野祭「ふれあいフェスティバル」 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 

くわのみ園在宅介護支援センター
（�６６-０２３０） 
◎とき　１１月１７日（火） 
冬の疾病「予防と対策」 

〈ゆず味噌作り〉 
◎とき　１１月４日（水） 
　　　　１０時～１３時 
◎ところ　はつらつセンター 
�はつらつセンター（�６３‐２１１２） 

御津在宅介護支援センター 
（�３２４-０７６７） 
◎とき　１１月１８日（水） 
「寝たきりにならにために」 
◎とき　１２月１６日（水） 
「認知症にならないために」 

ジュネスしんぐ在宅介護支援センター
（�７５-５２２８） 
◎とき　１１月２１日（土） 
「不老長寿の条件」 

くわのみ園在宅介護支援センター
（�６６-０２３０） 
◎とき　１１月１４日（土） 
大阪京橋「吉本新喜劇」 

揖保川在宅介護支援センター 
（�７２-６６００） 
◎とき　１１月６日（金） 
神戸六甲山「紅葉とオルゴール館」 

西はりまグリーンホームケアセンター
（�６３-３１０１） 
◎とき　１１月１４日（土） 
有馬温泉「紅葉狩り」 

〈秋の食材を使ったメニュー〉 
◎とき　１１月１９日（木） 
　　　　９時３０分～１２時 
◎ところ　新宮公民館 
�新宮保健センター（�７５‐３１１０） 



男女共同参画セミナーⅡの参加者募集 
 
 
 
◎とき　１１月３日（火・祝）受付
１１時３０分～（第４回市民まつり当
日）※雨天中止 
◎ところ　中川原グラウンド内特
設会場 
◎部門　中学生以下の部、高校生
以上一般の部 
◎募集人数　各部門先着１５０名 
◎参加費　一回につき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人）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人）賞状　副賞（市内国民

宿舎共通利用券１万円分）　 
※「第１５回全国金魚すくい大会」
がすでに終了しているため全国
大会への出場権はありません。 
※予選参加者全員に参加賞あり 
◎その他　競技に使用する金魚
５,０００匹は、競技参加の有無にか
かわらず大会終了後に無料配布し
ます。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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
　男女ともに、いきいきと自分ら
しく生活できる社会づくりが求め
られています。個性と能力を十分
に発揮することができる男女共同
参画社会づくりについて、楽しく
学びませんか。 
◎とき 
　第１回目　１１月１６日（月） 
　第２回目　１１月２５日（水） 
　第３回目　１２月２日（水） 
※開催時間は、１４時～１６時 
◎ところ　いずれも市役所分庁舎
１階ホール 
◎定員　４０人程度 
◎申込方法　電話、ファックス、
ハガキのいずれか 
①希望する回･月日②名前③住所
④年齢⑤電話番号を記入のうえ、
申込みください。（定員になり次
第締切） 
◎申込み・問い合わせ先　人権推
進課（�６４‐３１５１、ＦＡＸ６３‐２５９４） 

　情報誌の草分け「プレイガイ
ドジャーナル」の編集やサブカ
ルチャーのライターである石原
氏に、雑誌づくりの場で出会わ
れた個性あふれる作家やクリエ
ーターについて、現場ならでは
のお話を伺います。 
◎とき　１１月８日（日）１４時～
１５時３０分 
◎ところ　新宮図書館 
◎講師　ガンジー石原（石原基
久 ）氏 
◎対象　中学生以上 
◎定員　５０人（先着順） 
◎申込方法　新宮図書館へお申
込みください。（電話可） 
�新宮図書館（�７５‐３３３２） 

　宗教書や哲学の古典などから
得た文章を自分なりの言葉に置
き換え、「書」と「絵」を描く
ことを楽しんでいる高野氏か
ら、癒しの絵と自己を省みる言
葉の数々を本に著した体験談を
伺います。 
◎とき　１０月３１日（土）１０時
～１２時 
◎ところ　アクアホール３階研
修室 
◎講師　高野厚志 氏 
◎定員　２５人（先着順） 
◎申込方法　揖保川図書館へお
申込みください。（電話可） 
�揖保川図書館（�７２‐７６６６） 
 

　中世の瀬戸内海が担った役割
とは何か、どんな船が行き来し
たのか、室津を含む瀬戸内海の
生活に与えた影響や、いかに繁
栄していったのかを語っていた
だきます。 
◎とき　１１月２２日（日）　１３時
３０分～１５時 
◎ところ　御津図書館　２階多
目的室 
◎講師　近畿医療福祉大学特任
教授　岩井忠彦 氏 
◎定員　３０人（先着順） 
◎申込期間　１０月２７日（火）～ 
◎申込方法　御津図書館へお申
込みください。（電話可） 
�御津図書館（�３２２‐１００７） 

“読書の秋”講演会参加者募集 ！ “読書の秋”講演会参加者募集 ！ 

広報たつの10月号 5

「たつの市金魚すくい名人戦’０９｣ 
参加者募集 

「雑誌づくりは出会いの連続 
～中島らも（小説家）、長谷川義史 
（絵本作家）など」 

「人生 自分が主人公の生き方を」 「瀬戸内海の中世」 



JR姫新線が復旧しました 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
 
 ゆっくり「パソコン基礎」 
◎とき　１１月７日（土）～８日（日） 
　　　　１０時～１６時 
◎受講料　会　員　３,０００円 
　　　　　非会員　４,５００円 
　　　　　※テキスト代 １,０５０円 
 イチから学ぶ「ワード基礎」 
◎とき　１１月９日（月）～１０日（火） 
　　　　１０時～１６時 
◎受講料　会　員　５,０００円 
　　　　　非会員　８,０００円 
　　　　　※テキスト代 ２,１００円 
 ビジネスに活かす「ワード応用」 
◎とき　１１月９日（月）～１０日（火） 
　　　　１８時～２０時３０分 
◎受講料　会　員　３,０００円 
　　　　　非会員　４,５００円 
　　　　　※テキスト代 ２,６２５円 
 イチから学ぶ「エクセル基礎」 
◎とき　１１月１１日（水）～１２日（木） 
　　　　１０時～１６時 
◎受講料　会　員　５,０００円 
　　　　　非会員　８,０００円 
　　　　　※テキスト代 ２,１００円 
ビジネスに活かす「エクセル応用」 
◎とき　１１月１１日（水）～１２日（木） 
　　　　１８時～２０時３０分 
◎受講料　会　員　３,０００円 
　　　　　非会員　４,５００円 
　　　　　※テキスト代 ２,６２５円 
◎ところ　龍野経済交流センター 
　　　　　５階研修室 
◎使用機器　Dell Inspiration 
　　　　　  （WindowsXP SP２） 
◎定員　各コース１０人 
�龍野商工会議所（�６３‐４１４１） 

 
 
 
◎期間　１２月１日（火）～平成２２
年６月３０日（水） 
◎応募資格　たつの市在住で揖保
川沿いにお住まいの２０歳以上の方 
◎募集人数　若干名 
◎謝礼　月額４,５００円程度 
◎締切日　１１月２０日（金） 
◎応募方法　ホームページか次の
施設備付の応募用紙 
◎応募・問い合わせ先　国土交通
省姫路河川国道事務所河川管理第
一課（�０７９‐２８２‐８５０５）、余部出
張所（�０７９‐２７４‐１７０７） 
ホームページ　http://www.himeji. 
kkr.mlit.go.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
　新宮町史編集事業の最終巻とし
て、明治から平成までの近現代史
を記述した「本文編」を発刊しま
した。 
　ふるさとを知る歴史事典として、
是非お求めください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎体裁　Ｂ５判、５９６ページ、箱入 
◎価格　５,０００円（郵送希望の場
合は別途お問い合わせください。） 
◎販売場所　埋蔵文化財センター
社会教育課（揖保川総合支所２階）
龍野歴史文化資料館、室津海駅館 
�文化財課（�７５‐５４５０） 
 
 
　台風９号の大雨の影響により運
休が続いていましたＪＲ姫新線佐
用～上月駅間の運行が１０月５日か
ら再開されました。 
　ＪＲ姫新線高速ディーゼル化事
業の遅れが懸念されていましたが、 
平成２２年３月の事業完了を目指し
工事を続けています。 
　沿線の皆さまには夜間の騒音な
ど大変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と
ともに、姫新線の利用をお願いい
たします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�企画課（�６４‐３１４１） 
 
 
 
　共同募金運動の一環として１２月
から歳末たすけあい運動が始まり
ます。 
　社会福祉協議会では民生委員児
童委員と協働し、要保護、準要保

 

～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 

復旧前（8/12現在） 

復旧中（9/16現在） 

広報たつの10月号 6

“しんぐう”の近現代史から当時 
の揖保郡を知る－『播磨新宮町史』 
本文編が完成！ 

龍野商工会議所パソコン講座 
「PCアカデミー」参加者募集 

河川愛護モニターを募集 
～揖保川を優しく見守ってください～ 

歳末要支援児童・生徒激励事業申 
請の受付を開始します 

糖尿病教室のお知らせ 
◎とき　１１月１１日（水）　１４時３０分～ 
　　　　「高血圧の薬の話」　　 
　　　　講師：薬剤師 
◎とき　１１月２５日（水）　１４時３０分～ 
　　　　「動脈硬化症について」 
　　　　講師：臨床検査技師 
◎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） 

御津病院 御津病院 



献血にご協力をお願いします 

家庭不用品交換情報コーナー 

護世帯の小・中学生を激励訪問し
お年玉を配ります。 
◎対象者　要保護、準要保護世帯
の小・中学生 
◎金額　一人３,０００円 
◎申請方法　本人又は保護者がお
住まいの地域の担当民生委員児童
委員宅にある申請書に必要事項を
記入し申請 
◎その他　申請には捺印が必要。
また、申請時には就学援助制度を
受けていることを証明できるもの
（就学援助申請結果通知書など）
の提示が必要 
◎受付期間　１０月２６日（月）～１１
月２０日（金） 
�たつの市社会福祉協議会（�６３‐
５１０６） 
 
 
 
 
 
 
�健康課（�６３‐２１１２） 
 
 
 
　兵庫県・岡山県のＪＲ山陽本線・
赤穂線・姫新線をめぐるスタンプ
ラリーを実施します。 
　抽選で合計１６５人の方に素敵な
商品をプレゼントします。 
◎実施機関　１１月１日（日）～平成
２２年２月２８日（日） 
◎応募締切　平成２２年３月１０日（水）
※必着 
◎応募方法　スタンプを集めて、
スタンプラリーガイドブックの応
募ハガキに（郵便ハガキでも可）
必要事項を記入し、応募してくだ
さい。 
　詳しくは、西播磨県民局、ＪＲ
西日本岡山・神戸支社管内各駅な
どに設置しているスタンプラリー
ガイドブックをご覧ください。 
�西播磨県民局 
　商工労政課 
（�０７９１‐５８‐２１４１） 
 

 
 
 
　高齢者を対象に、発病と重症化
の防止・集団感染予防のため個別
接種でインフルエンザ予防接種を
実施します。 
◎実施期間　平成２２年３月３１日（水）まで 
◎対象者 
�６５歳以上の方�６０歳以上６５歳未
満で心臓、腎臓、若しくは呼吸器
の機能又はヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能に障害を有するも
のとして厚生労働省令に定める方
（身体障害者手帳１級に相当の方） 
◎個人負担額　１,０００円（１回限り）
※生活保護受給者は無料 
◎接種方法　市内及び太子町のイ
ンフルエンザ予防接種実施医療機
関に直接予約のうえ、健康保険証・
健康手帳を持参し接種（生活保護
受給者は医療券が必要） 
◎注意事項　高齢者肺炎球菌ワク
チンとの接種期間の間隔は、おお
むね７日間です。 
�はつらつセンター（�６３‐２１１２） 
 
 
※１０月８日現在の登録品です。 
◎譲りたい品物　 
ソファ（２人掛け）、たんす（２棹）
収納ケース（ふた付き）、座イス
ＵＦＯキャッチャーのぬいぐるみ 
ぬいぐるみ、ベビーチェア（高さ
が低いもの）、ミシン、成人式着
物用ショール、冠婚葬祭用バッグ
野球シューズ（ジュニア用）、ベ
ビーバス、レインコート（９０㎝）
ベビーホルダー付ウエストポーチ 
◎譲って欲しい品物 
水着と水泳の帽子（婦人用）、ミ
シン、ＤＶＤプレーヤー、ビデオ
デッキ、ラジカセ、ドレッサー（化
粧台）、幼児用レインコート（２
枚）、書棚・ラック等、自転車の
子供を乗せるカゴ・ヘルメット
ベビーチェア（ハイローチェア）
自転車（大人用）、自転車の補助
席（足置き付）、キックボード（三
輪）、子供用自転車（１４インチ）

ベビーベッド、足けり乗用玩具（ブ
ーブーカー）、まあや保育園体操
服・制服（男女） 
�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） 
 
 
　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。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　１２月２４日（木）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　１１月２４日（火）
～１２月１８日（金）　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。 
　予約申込みの際は、氏名・基礎
年金番号・相談内容をお知らせく
ださい。 
 
 
◎とき　１１月１８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　１２月１６日（水）１３時～１６時 
市役所２階相談室、新宮総合支所
しんぐうホール、揖保川総合支所
１階会議室、御津公民館１階会議室 
�人権推進課（�６４‐３１５１） 
 
 
＜龍野＞ 
◎とき　１０日（火）９時３０分～１２時 
◎ところ　市役所２階相談室 
＜新宮＞ 
◎とき　４日（水）１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 
◎とき　１７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） 
 

広報たつの10月号 7

岡山・兵庫ふるさとレール 
スタンプラリー 

高齢者インフルエンザ予防接種 
のお知らせ 

出張年金相談 

人権相談所を開設 

１１月の行政相談日 

と　き ところ 

１０月３０日（金） 
１５時～１６時１５分 

信原病院 



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 〈11月の催し〉 〈11月の催し〉 〈11月の催し〉 

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） 
えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　７日（土）・１４日（土）　１１時～１１時２０分 
　「あおくんときいろちゃん」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　８日（日）　１１時～１１時３０分　「ミアッカどん」他 
読書会（一般） 
　１３日（金）　１０時～１１時３０分「琴の記」井伏  鱒二著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 

　９日（月）・１６日（月）　１１時～１１時２０分 

　「おかあさんとあかちゃん」他 

おはなしのじかん（５歳児～） 

　７日（土）・１４日（土）・２１日（土）・２８日（土） 

　１１時～１１時３０分「やまなしもぎ」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　１４日（土）・２１日（土）　１０時３０分～１０時５０分 
　「ラチとらいおん」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　１４日（土）・２１日（土）　１１時～１１時３０分 
　「おおきくなりすぎたくま」他 
読書会（一般） 
　１８日（水）　１０時～１２時　「走れメロス」太宰  治 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） 
　８日（日）・１５日（日）　１１時～１１時２０分 
　「しょうぼうじどうしゃじぷた」他 
てじな（３歳児～、保護者） 
　えほんのじかん終了後～ 
映画会 
　１日（日）１０時３０分～１１時３０分「三まいのおふだ」他 
読書会（一般） 
　１８日（水）　１３時３０分～１５時３０分「海馬」吉村  昭著 

とど  

２００９年度たつのあいあい塾 

今月の市税 

１１月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 

ふれあい橋ギャラリー 
１１月の展示 

ギャラリー･るーぷらいん丸 
１１月の展示 

広報たつの10月号 8

 
 
　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　１１月２１日（土）１９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎演題　「凧のはなし」 
◎講師　高艸 仁　氏（日本の凧の
会　会員） 
�揖保川公民館（�７２-２４１２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎市県民税（普通徴収） 
　第３期分 
◎国民健康保険税（普通徴収）　 
　第４期分 
◎納期限　１１月２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。 
 
 
 
　揖保川町内の幼稚園児の作品展
です。自然、体験、想像の世界を
表現しています。のびのびと元気
いっぱいに描いた作品をご覧くだ
さい。 
◎１２月のギャラリー 
　子育て学習センターサークル生
の作品展を予定しています。 
�◯揖地域振興課（�７２‐２５２５） 
 
 
 
◎展示作品　御津保育所４歳児の
絵画 
�◯御地域振興課（�３２２‐１００１） 
 

 
 
 
＜揖保川地区＞ 
　㈲中元設備工業（�７２-３４１５） 
＜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～３０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 

※９月１６日～９月３０日届出分（敬称略） 

西井　二郎 
竹内　直子 
和田はるの 
堀　千枝子 
高 　信子 
長谷川茂市 
西村　松江 
香山　行雄 

御津町朝臣 
揖保川町正條 
新 宮 町 牧  
新宮町下野 
揖保川町馬場 
新宮町中野庄 
御津町黒崎 
新宮町香山 

９/１２ 
９/１２ 
９/１６ 
９/１６ 
９/１９ 
９/２１ 
９/２２ 
９/２９ 

９１ 
７２ 
９２ 
６４ 
８２ 
６５ 
９１ 
８７ 
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