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　離職により住宅を喪失した方、
又は喪失するおそれのある方が安
心して就職活動できるよう住宅手
当を支給する事業が始まっていま
す。 
◎対象者　申請時に次の①～⑦の
いずれにも該当する方が対象とな
ります。 
①２年以内に離職した方 
②離職以前に自らの労働により賃
金を得て、主として世帯の生計
を維持していた方 
③就労能力と常用就職の意欲があ
り、公共職業安定所への求職申
込みを行う方 
④住宅を喪失した方又は喪失する
おそれのある方（喪失するおそ
れのある方は、下記の⑤及び⑥
の要件に該当し、賃貸住宅等に
入居している方） 
⑤原則として収入の無い方 
　※一時的な収入がある場合又は
生計を一とする同居の親族の収
入の月額合計が次の金額以下で
あること（単身世帯：８.４万円以
内、複数世帯：１７.２万円以内） 

⑥生計を一とする同居の親族を含
めた預貯金の合計が次の金額以
下であること（単身世帯：５０万
円、複数世帯：１００万円） 

⑦国の住居喪失離職者等に対する
雇用施策による貸付又は給付（就
職安定資金融資、訓練・生活支
援給付、就職活動困難者支援事
業等）、自治体が実施する類似
の給付等を受けていない方 
◎要件　担当者による面接などの
支援や公共職業安定所の就職相談

を受けて常用就職を目指し就職活
動を行うこと等 
◎支給期間　最長６か月 
◎支給額　単身世帯：３２,３００円、
複数世帯：４２,０００円を上限に、対象
者が借りた住宅の月額家賃の実費分 
◎支給方法　住宅の貸主の口座に
市から直接振り込み 
�地域福祉課（�６４‐３１５４）、◯新市民福
祉課（�７５‐０２５３）、◯揖市民福祉課（�
７２‐２５２３）、◯御市民福祉課（�３２２‐１４５１） 
 
 
 
　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。（１月分
は１２月１０日（木）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） 
 
 
 
 
 
 
 
　最近、「猫が敷地内を排便など
で荒らしている」、「野良猫に餌を
与え野良猫が増えている」などの
苦情が増えています。飼い主の知
らないところで、猫が他人に迷惑
をかけている場合もあります。飼
い主の方は責任を持って飼育しま
しょう。  
○猫の性質を理解し、屋内飼育を
心掛けましょう。 
○しつけをしましょう。排便など
決まった場所で行なうようになり

ます。 
○首輪などを付け飼い猫であるこ
とを明確にしましょう。  
○去勢や避妊手術を受けさせ、不幸
な猫を増やさないように心掛けましょう。 
 
 
　兵庫県動物愛護センター龍野支
所では、家庭でどうしても飼育で
きなくなった猫や飼い主不明の猫
（野良猫）を引き取ることができ
ます。 
◎引取日　月～金曜日（ただし、年末、
年始、祝日を除く） 
◎引取時間　９時～１６時３０分 
◎引取料　飼い猫（成猫１匹当たり１,
７００円。子猫１０匹まで１，７００円）、野
良猫（無料）※給餌している猫は飼
い猫扱いとなります。 
※出張捕獲はしませんので、段ボール
箱等に入れて動物愛護センターへ直
接持ち込んでください。 
�兵庫県動物愛護センター龍野支所
（�６３‐５１４６）、環境課（�６４‐３１５０） 
 
 
　兵庫県最低賃金が平成２１年１０月
８日に改正され、時間額７２１円に
なりました。最低賃金は、パート
タイマー、アルバイト等すべての
労働者に適用されます。 
　仮に労使合意で最低賃金額より
低い賃金を定めても、法律により
無効となり最低賃金額と同額の定
めをしたものとみなされます。 
※詳しくは、兵庫労働局労働基準
部賃金課（�０７８‐３６７‐９１５４）、又
は最寄りの労働基準監督署へお問
い合わせください。 

お詫びと訂正 
広報たつの１１月号２４ページ「１０月
の人口異動」に誤りがありました
ので、ここにお詫びし訂正します。 
【正】女（人）　４２,１９２（＋４１） 



冬季童謡の里かるたとり巡回講習会 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
 
◎追加される対象疾患（１１疾患） 
①間脳下垂体機能障害 
　ＰＲＬ分泌異常症、ゴナドトロ
ピン分泌異常症、ＡＤＨ分泌異
常症、下垂体ＴＳＨ分泌異常症、
クッシング病、先端巨大症、下
垂体機能低下症 
②家族性高コレステロール血症（ホ
モ接合体） 
③脊髄性筋萎縮症 
④球脊髄性筋萎縮症 
⑤慢性炎症性脱髄性多発神経炎 
⑥肥大型心筋症 
⑦拘束型心筋症 
⑧ミトコンドリア病 
⑨リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ） 
⑩重症多形滲出性紅斑（急性期） 
⑪黄色靱帯骨化症　 
※特定疾患治療研究事業の対象と
認められるためには、上記の対象
疾患と診断されるだけでなく、国
が定める認定基準を満たす程度の
症状及び所見が必要です。 
◎申請・相談窓口 
龍野健康福祉事務所地域保健課 
（兵庫県龍野庁舎別館２階　�６３
‐５６８６） 
◎注意事項 
　上記の１１疾患に限り、平成２１年
１２月中に窓口に申請し、受理され
た場合は、有効期間の始期を最大
で平成２１年１０月１日にさかのぼり
ます。ただし、認定基準を満たす
こととなった日が、平成２１年１０月
１日以降である場合は、始期は認
定基準を満たすこととなった日と
なります。 

 
 
 
 
 
　親子や友達同士でかるたとり“百
人一首”を楽しんでみませんか。 
　日本古来から伝わる新春の遊び
かるたとり“百人一首”講習会を
開催します。子どもから大人の方
まで誰でも参加できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※いずれも１０時～１１時３０分 
　揖保公民館のみ１３時３０分～１５時 
�童謡の里かるたとり大会実行委員
会事務局（社会教育課内�７２‐６４９４） 
 
 
 
 
 
 
 
　集団生活になじみにくい、発達
の気になる２歳から小学校就学ま
での子どもの保護者を対象とした
講座を開催します。 
　子どもに対する言葉かけ、生活
における子どもへのかかわり方に
ついての講義と保護者同士の話し
合いを中心とした講座です。 

◎とき　全５回（予定） 
１月８日（金）１０時～１１時３０分 
１月１５日（金）・２９日（金）、２月１２
日（金）・１９日（金）１０時～１２時 
◎ところ　はつらつセンター 
◎申込先　地域福祉課、各総合支
所市民福祉課 
◎申込期限　１２月１４日（月） 
�地域福祉課（�６４‐３２０４）、◯新市民福
祉課（�７５‐０２５３）、◯揖市民福祉課（�
７２‐２５２３）、◯御市民福祉課（�３２２‐１４５１） 
 
 
 
◎講習日　１月１２日（火）・１４日（木）
１９日（火）・２１日（木） 
いずれも１０時～１６時（ただし、１２
日は１７時まで） 
◎定員　２０人 
◎ところ　はつらつセンター 
◎講習費　テキスト代（４,０００円程
度）と実習費用（実費） 
◎申込期限　１月５日（火）（先着順） 
◎申込方法　郵便又はＦＡＸで、
住所･氏名・年齢・電話番号・職
業を記入し、下記へ申し込みくだ
さい。 
�財団法人兵庫県視覚障害者福祉
協会ガイヘル養成係〒６５１‐００６２神
戸市中央区坂口通２‐１‐１８（�０７８‐
２２２‐５５５６、ＦＡＸ０７８‐２２２‐５５６４） 
 
 
 
 
 
　美術創作部会員の活動発表とし
て、書道、陶芸、編みものなどを
展示します。当日、陶芸体験教室
を行います。（会場で受付） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

～講座・講習会～ ～講座・講習会～ ～講座・講習会～ 

御津文化協会会員展 

～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

１２月５日（土） 

１２月１２日（土） 

１２月１３日（日） 

１２月１３日（日） 

１２月１９日（土） 

１２月１９日（土） 

１２月２０日（日） 

１２月２５日（金） 

 

中央公民館 

揖西公民館 

揖保公民館 

御津公民館 

小宅公民館 

新宮公民館 

神岡公民館 

誉田公民館 

 

とき ところ 
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限定 

100食 

『新春特撰おせち』 
発売！ 

『新春特撰おせち』 
発売！ 

広報たつの11月号 ２ 

特定疾患治療研究事業における 
対象疾患の追加について 

療育を考えるつどい～子育て支 
援講座～ 

視覚障害者のためのガイドヘル 
パー養成事業たつの教室 
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ご予約・お問い合せは 

たつの市国民宿舎 （赤とんぼ荘・志んぐ荘・新舞子荘） 

3荘そろい踏み 3荘そろい踏み 

ご予約受付中！ 
★各荘の料理長が腕によりをかけた自信作。プロの味で、楽しい新年をお迎えください。 



◎とき　１２月５日（土）・６日（日） 
９時～１８時（ただし、６日は１６時
まで） 
◎ところ　御津文化センター 
�社会教育課（�７２‐６４９４） 
 
 
 
　手遊び・コーラス・朗読・劇・
ハンドベル演奏など楽しいクリス
マス会を開催します。 
◎とき　１２月１２日（土）１０時～１２時 
◎ところ　新宮公民館２階ホール 
◎対象　就園前の子どもと保護者 
◎定員　１５０組の親子 
◎参加費　子ども一人につき３００円 
◎申込方法　１２月８日（火）までに
申込書に参加費をそえて各子育て
学習センターへ持参してください。 
◎申込先　龍野（�６２‐９２５５）、新宮
（�７５‐４６４６）、揖保川（�７２‐６５７７）
御津（�３２２‐２２０８） 
�社会教育課（�７２‐６４９４） 
 
 
　ご応募いただいた７,１１９点の作
文のうち、入賞作に選ばれた方の
授賞式を開催します。当日は三木
清賞に選ばれた方が受賞作の朗読
をします。 
◎とき　１２月１３日（日）１３時３０分～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール中
ホール 
�社会教育課（�７２‐６４９４） 
 
 
 
　「みんなで築こう人権の世紀」
～考えよう相手の気持ち、育てよう思
いやりの心～をテーマに開催します。 

市民がともに考え、ともに人権啓
発に取り組む、こころ豊かな人権
文化のまちづくりに向けてのメッ
セージを贈ります。 
◎とき　１２月１９日（土）１３時～１６時 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール 
◎内容　 
○小中学生による人権に関する書道・作
文の表彰式、最優秀人権作文の朗読 
○「人権の花」運動実施校園への
感謝状贈呈式 
○樋口恵子氏（ＮＰＯ法人高齢社
会をよくする女性の会理事長）
による「人権講演会ＩＮたつの」 
○神岡小学校金管バンドクラブに
よる「人権ふれあいコンサート」 
「人権作品展」も開催 
　児童生徒の力作をご覧ください。 
◎とき　１２月１６日（水）～１９日（土）
１０時～１７時（ただし、１６日は１３時３０分～） 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール展
示ギャラリー 
�人権推進課（�６４‐３１５１） 
 
 
〈新宮会場〉 
◎とき　１２月５日（土）１３時３０分～ 
◎ところ　新宮公民館 
◎内容　自主活動グループ「ＵＴ
ＡＨＩＭＥ」によるコーラス、北
村年子さん（ノンフィクションライター）に
よる講演：演題「『いじめ』の連
鎖を断つために～自尊感情を育て
る『ホーム』づくりとは～」 
〈御津会場〉 
◎とき　１月３０日（土）１３時３０分～ 
◎ところ　御津文化センター 
◎内容　人権作文の表彰と朗読、
松崎運之助さん（元夜間中学校教
諭）による講演：演題「命の光を

大きく輝かせるために～私の『夜
間中学』教師体験記～」など　 
〈揖保川会場〉 
◎とき　２月１３日（土）１３時３０分～ 
◎ところ　アクアホール 
◎内容　「私の心にひびいたあの
一言」の発表と表彰、陽信孝さん
（萩金谷天満宮宮司）による講演：
演題「介護と人権～老老介護４０００
日の軌跡～（仮題）」など 
※すべての会場に手話通訳あり　 
�人権教育推進課（�７２‐６４９５） 
 
 
　さまざまな色の糸が織りなす鮮
やかで美しい手作りの「てまり」
をご覧ください。 
◎とき　１２月２日（水）～６日（日）
１０時～１６時 
◎ところ　武家屋敷資料館 
◎作者　宮原 浩子 氏 
◎入館料　無料 
�町並み対策課（�６４‐３１６７） 
 
 
◎とき　１２月２日（水）～４日（金）
１０時～１５時 
◎ところ　ｃａｆｅ三九番地（龍野町
下川原） 
◎内容　園利用者の作品の展示と
即売（さをり織り、土鈴など） 
�龍野つくし園（�６３‐４９８０） 
 
 
 
〈点灯式〉 
◎とき　１１月２９日（日）１７時３０分～ 
◎ところ　金剛山公民館（揖保川町） 
◎点灯期間　１１月２９日～１月３日 
�河内コミュニティセンター（�７２‐２２１１） 

秋のてまり展 

「人権を考える市民の集い」 龍野つくし園作品展 「三木清明日の文化賞」授賞式 
あした 
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3広報たつの11月号 

子育て学習センター「親と子の 
手作りクリスマス会」 

「西播磨人権のつどいINたつの」 
～こころふれあうひとときを～ 

冬のホタル　クリスマスイルミネ 
ーションを点灯 
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ご予約・お問い合せは 
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ご予約・お問い合せは 

※3荘いずれも、予約〆切は１２月２８日まで。商品のお渡しは１２月３１日各荘フロントにて行います。発送、配達はいたしません。 
 



バレエスクール発表会 

「楽・得　介護塾」参加者募集 

【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） 
 
 
　子どもたちが２年に１回の発表
会を開催します。 
◎とき　１２月１３日（日）１４時～ 
◎ところ　御津文化センター 
�館林久美（�３２２‐２１１４） 
 
 
 
 
 
　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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　マラソン大会運営にご協力いた
だけるボランティアスタッフを募
集しています。 
　みんなで力を合わせてマラソン
大会を盛り上げてみませんか！ 

◎活動日時　１月３１日（日）８時～
１２時（うち３時間程度） 
◎活動場所　御津運動場周辺 
◎活動内容　マラソン大会の運営
に携わっていただきます。詳細は、
申込先までお問い合わせください。 
◎参加要件　高校生以上（高校生
の方は保護者の承諾が必要） 
◎申込方法　電話、ＦＡＸ、メー
ルで申込みください。申込用紙は、
市ホームページからダウンロード
できます。 
◎その他　スタッフ保険に加入し
ます。スタッフジャンパー、帽子
を貸出 
�梅と潮の香マラソン大会実行委
員会事務局（�３２２‐３０１２、ＦＡＸ
３２２‐３０１６） 
ホームページ： 
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｅ‐ｍａｒａｔｈｏｎ．ｊｐ/ｔａｔｓｕｎｏ/ 
Ｅ‐ｍａｉｌ：ｍｉｔｓｕｔａｉｉｋｕｋａｎ＠ｃｉｔｙ．ｔａｔｓｕｎｏ．ｌｇ．ｊｐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎募集人数　各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。 

【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 

「紙でおるクリスマス
リース～折り紙で素朴
なリースづくり～」 
※参加費：１００円 
　不要な鈴があれば持
参してください。 

１２日（土） 
１３時～１５時 

｢マイはたきで大掃除！｣ 
※参加費：２００円 
針金ハンガーを持参し
てください。 

１９日（土） 
１３時～１５時 

 ｢冬の木の実をかいて
みよう！｣ 
※参加費：１００円 
　絵筆を持参してくだ
さい。 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 

旬の料理教室〈旬の食材で冬メニュー〉 

◎とき　１２月１日（火）９時３０分～１２時 
◎ところ　揖保川保健センター 
�揖保川保健センター（�７２‐６３３６） 

◎とき　１２月９日（水）９時３０分～１３時 
◎ところ　御津公民館 
�御津保健センター（�３２２‐３４９６） 

忘年会・新年会は、たつの市国民宿舎の〔鍋料理〕をお楽しみください！ 

��������	
����


ご予約・お問い合せは 

��������	������
ご予約・お問い合せは 

�������	��������
ご予約・お問い合せは 

大好評！今年もやります！ 

『鍋フェア』開催中 
鍋料理８人前ごとに 

特典 1匹プレゼント !〔鯛の姿盛り〕 

『鍋フェア』開催中 
平日限定忘年会パック 

『鍋』＋『２時間飲み放題』 『鍋』＋『２時間飲み放題』 
お一人様 
（税・配膳料込） 5,500円 

瀬戸内の幸を存分に楽しめる 

お一人様 
（税・配膳料込） 5,000円 
『寄せ鍋』『魚ちり』 『寄せ鍋』『魚ちり』 

各 ポッキ
リ 

ポッキ
リ 
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ひょうご環境体験館（はりまエコハ 
ウス）　12月のイベント 

「梅と潮の香マラソン」ボランティ 
アスタッフ募集 

御津在宅介護支援センター 
（�３２４-０７６７） 
「認知症にならないために」 
◎とき　１２月１６日（水）１０時～１１
時３０分 
◎ところ　梅香園 

ジュネスしんぐ在宅介護支援センター
（�７５-５２２８） 
「疾患別リハビリ体操　第１弾～
骨粗しょう症体操～」 
◎とき　１月２３日（土）１４時～１５時
◎ところ　八重垣病院２階会議室 

◎職務内容　地域包括支援セン
ター業務のうち、主に特定高齢
者のケアマネジメント業務 
◎資格　保健師の資格を有する方 
◎募集人員　１名 
◎賃金　９,６００円（日額） 
◎募集締切　平成２２年１月１５日（金） 
◎採用日　平成２２年４月１日 
◎勤務時間　月曜日～金曜日 
８時３０分～１７時１５分 
◎申込方法　履歴書と資格証明書
（写し）を下記へ提出してください。 
�地域包括支援センター（�６４‐
３１９７） 

たつの市地域包括支援センター 
の臨時職員募集 



 
 
 
　市まちづくり塾「がんばれ姫新
線」がＪＲ本竜野駅から国指定重
要文化財永富家住宅、正條の渡し跡、
室津を巡るバスツアーを実施します。 
◎とき　１２月１３日（日）９時３０分
～１７時 
◎募集人数　３５人（先着順） 
◎参加費　２,０００円（バス、昼食、
入館料、保険） 
◎申込・問い合わせ先　がんばれ
姫新線事務局（�・ＦＡＸ６２‐０４０５） 
 
 
 
 
 
　特別整理と空調設備改修のため、
次のとおり休館します。 
◎休館日　１２月８日（火）～１３日（日） 
※１２月１５日から平常どおり開館し
ます。 
�御津図書館（�３２２‐１００７） 
 
 
　年末年始について、次のとおり
体育施設を休館します。 
　ご迷惑をお掛けしますが、ご協
力ください。 
◎休館日　１２月２８日（月）～１月４日（月） 
◎休館する施設　龍野体育館、新
宮スポーツセンター、揖保川スポ
ーツセンター、御津体育館 
※なお、１２月２４日（木）～２７日（日）
は、館内一斉清掃のため、体育施
設は利用できません。ただし、受
付業務は１７時まで行います。 
�体育振興課（�６４‐３１８１） 

 
 
 
　最近、市内で高齢者をねらって
「電器の事故が多いので点検に来
た」、「高齢者の方は、役所から補
助金が出る」などと話し、点検料
を請求する点検商法被害（悪質商
法）が発生しています。 
　また、室内を点検するふりをし
て、お金や物を盗みとる手口も発
生しています。 
　不審に思った場合は、相手の身
元を確認しましょう。 
◎悪質商法の被害にあわないため
に次のことに注意してください。
①簡単に玄関を開けない。むやみ
に販売員を家の中に入れない。 
②うまい話には落とし穴。いらな
い物はキッパリ断りましょう。 
③その場で契約しない。払わない。
契約する前に家族や友人に相談し
ましょう。 
④「おかしいな」、「困ったな」と思
ったら、すぐに警察か下記の消費
相談窓口へご相談ください。 
◎相談窓口　なんでも相談課（�
６４‐３２５０）、高齢者の場合は地域
包括支援センター（�６４‐３１９７）
でも受付します。 
西播磨生活科学センター（�７５‐
０９９９） 
 
 
 
 
 
 
※協賛団体：市新宮日赤奉仕団 
�健康課（�６３‐２１１２） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１１月９日現在の登録品です。 
◎譲りたい品物　 
ソファー（２人掛け）、たんす（２
棹）、収納ケース（ふた付）、ぬい
ぐるみ、ＵＦＯキャッチャーのぬい
ぐるみ、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、平凡
社世界大百科事典、加湿セラミッ
クファンヒーター、食器洗い乾燥
機、老人用手押し車、小４～小６
用自転車２台 
◎譲って欲しい品物 
《衣類》まあや保育園体操服・制服（男
女）、まこと保育園体操服・スモック、ス
キーウェア（１２０㎝～１３０㎝、１５０㎝）
スキー用手袋・ブーツ、リュック 
《その他》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（１４イ
ンチ・２０インチ・２５インチ以上）
自転車補助席（足置き付）、ミシン、
キックボード（三輪）、足けり常用
玩具（ブーブーカー）、ベビーカ
ーＡ型、食卓用幼児イス、子供用
玩具（ジャングルジム・すべり台・
ブランコ）、餅つき機 
�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） 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

御津図書館休館のお知らせ 

体育施設休館のお知らせ 

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 

と　き ところ 

１２月１日（火） 
１０時～１１時３０分 
１２時３０分～１５時３０分 

新宮公民館 

糖尿病教室のお知らせ 
◎とき　１２月１６日（水）１４時３０分～ 
「血糖値の上がりにくい年末年
始の過ごし方」 
講師：管理栄養士 
◎ところ　御津病院本館３階会議室 
�御津病院（�３２２‐１１２１） 

5広報たつの11月号 

地域間交流ツーリズムの参加者 
募集 

ご注意ください！市内で悪質商 
法による被害が発生しています 



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 〈12月の催し〉 〈12月の催し〉 〈12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） 

特設人権相談所を開設 

２００９年度たつのあいあい塾 

１２月の行政相談日 

今月の市税 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」１２月の展示 

「ふれあい橋ギャラリー」１２月の展示 

１２月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 
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　毎月第３土曜日に、各種職業の
講師による講座を開催しています。
（申込不要、初回のみ５００円必要） 
◎とき　１２月１９日（土） １９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎演題　「山崎断層とたつのの地質」 
◎講師　後藤 博弥 氏（神戸大学
名誉教授） 
�揖保川公民館（�７２‐２４１２） 
 
 
◎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２
階会議室、御津公民館１階会議室 
◎とき　１月２０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） 
 
 
＜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 
＜御津＞ 
◎とき　１５日（火）１３時～１５時 
◎ところ　御津総合支所２階相談室 
※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（普通徴収）　 
　第５期分 
◎納期限　１１月３０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。 
�税務課（�６４‐３１４４） 
 
 
　揖保川町内の家庭教育学級生と
子育て学習センター会員の作品展
です。心がなごむ力作です。 
◎１月のギャラリー 
　半田・河内小学校児童の作品展
を予定しています。 

�◯揖地域振興課（�７２‐２５２５） 
 
 
　御津幼稚園５歳児の絵画を展示
します。 
�◯御地域振興課（�３２２‐１００１） 
 
 
 
＜揖保川地区＞ 
　中元産業（�７２‐２０１３） 
＜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 

※１０月１５日～１０月３１日届出分（敬称略） 

柴田弥壽之 

山本いく子 

内海　　実 

西脇　のぶ 

高田　幸雄 

御津町苅屋 

揖保川町正條 

神岡町東觜崎 

龍野町片山 

新宮町上笹 

１０/１３ 

１０/２０ 

１０/２３ 

１０/２５ 

１０/３０ 

７２ 

９７ 

８１ 

９４ 

８４ 

えほんのじかん（０～３歳児、保護者） 
　１２日（土）・１９日（土）　１１時～１１時２０分 
　「スモールさんはおとうさん」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　１３日（日）　１１時～１１時３０分「こびととくつや」他 
読書会（一般） 
　１１日（金）　１０時～１１時３０分「小さき者へ」有島　武郎著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　７日（月）・１４日（月）　１１時～１１時２０分　 
　「ゆきのひのポンテ」他 
おはなしのじかん（５歳児～） 
　５日（土）・１２日（土）・１９日（土）・２６日（土） 
　１１時～１１時３０分 
　「子うさぎましろのお話」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　１２日（土）・１９日（土）　１０時３０分～１０時５０分 
　「ゆきのひ」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　１２日（土）・１９日（土）　１１時～１１時３０分 
　「とめ吉のとまらぬしゃっくり」他 
読書会（一般） 
　１６日（水）　１０時～１２時   「恩讐の彼方に」菊地　寛著 
　※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） 
　１３日（日）・２０日（日）　１１時～１１時２０分　「トムテ」他 
てじな（３歳児～、保護者） 
　えほんのじかん終了後～ 
映画会 
　６日（日）　１０時３０分～１１時３０分 
　「神様がくれたクリスマスツリー」他 
読書会（一般） 
　１６日（水）　１３時３０分～１５時３０分　「手紙」　東野　圭吾著 


