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広報 たつの 

～行政～ ～行政～ ～行政～ 

～講座～ ～講座～ ～講座～ 

市立御津病院　頭痛の専門外来 
を開設 

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 

農業委員会選挙人名簿登録申請書 
の提出をお願いします 

成人祝賀式を開催 

インターネット公売を実施します 

第２回　中国語講座（初級） 

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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◎とき　平成２２年１月１１日（月･祝） 
受付　９時～　開式　１０時～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール　
大ホール 
◎対象者　平成元年４月２日から
平成２年４月１日までに生まれた方 
※当日、案内状がない方も式典に
出席できます。 
�社会教育課（�７２‐６４９４） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　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。（２月分は
１月８日（金）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） 
 
 
 
 
 

 
 
　滞納処分の一環として、ヤフー
（株）と提携し、インターネットを
活用して、差し押さえた財産を公
売します。 
　入札期間中は、せり売り方式で
２４時間いつでも入札が可能です。 
参加方法や公売物件など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。 
　なお、公売実施に当たり、物件
下見会を開催します。公売参加希
望の方は、物件を確認の上、お申
込みください。 
◎参加申込期間　平成２２年１月８
日（金）～１月１９日（火） 
◎入札期間　平成２２年１月２５日（月）
～２７日（水） 
 物件下見会 
◎とき　平成２２年１月１３日（水）
１０時～１５時３０分 
◎ところ　市役所分庁舎 
�税務課（�６４‐３２１４） 
 
 
 
　農業委員会委員の選挙人名簿は、
選挙管理委員会が各農家からの申
請に基づき、毎年１月１日現在で
選挙資格を調査し、調製しています。 
　各農家へ申請書の配布及び取り
まとめ、提出は、１２月中旬に各地
区自治会長、農会長にお願いして
います。（一部、直送する地区もあ
ります。） 
◎選挙資格の要件 
平成２２年１月１日現在において次
の全てを満たす方 
①たつの市内に住所がある 
②２０歳以上（平成２年４月１日以
前に生まれた方） 
③１０アール以上の農地につき耕作
の業務を営む者及び、その同居
の親族、又は配偶者で、年間６０

日以上農業に従事した者 
◎提出期日 
�自治会長、農会長への提出期限
　平成２２年１月１０日（日） 
�農業委員又は農業委員会への提
出期限 
　平成２２年１月１２日（火） 
　なお、提出がない場合は、農業
委員会の農家台帳をもとに事務局
にて作成します。 
　詳しくは、農業委員会事務局へ
お問い合わせください。　　 
�農業委員会事務局（�６４‐３１８５） 
 
 
 
 
 
 
 
　市立御津病院では、頭痛の専門
外来を開設します。 
　脳神経外科医師が対応します。 
◎診察開始日 
　平成２２年１月２１日（木）～ 
◎診察日 
　毎月第３木曜日 
◎受付時間 
　８時３０分～１１時３０分 
�御津病院事務局（�３２２‐１１２１） 
 
 
 
 
 
◎とき　平成２２年１月２１日・２８日、
２月４日・１８日・２５日（毎木曜日：
全５回）１４時３０分～１６時 
◎ところ　たつの市産業振興センター 
◎定員　２０名（先着順） 
◎講師　呉 明華　氏 
◎参加費　３,５００円（資料代等） 
�たつの市国際交流協会事務局
（�６４‐３１４０広報秘書課内） 



日本語学習支援者養成講座 

「楽・得　介護塾」参加者を募集 

御津自然観察公園（世界の梅公園） 
観梅期アルバイトを募集 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
　日本居住の外国の方に日本語を
教える日本語学習支援者の養成講
座を開催します。 
◎とき　平成２２年２月６日･１３日･ 
２０日･２７日､３月６日･１３日（毎土
曜日:全６回）１０時３０分～１６時３０分 
◎ところ　たつの市はつらつセン
ター２階（２月１３日のみ、たつの
市福祉会館４階）    
◎定員　５０名（先着順） 
◎受講料　無料 
◎教材費　５,５６５円（２冊） 
◎申込期限 平成２２年１月１３日（水） 
�たつの市国際交流協会事務局（�
６４‐３１４０広報秘書課内） 
 
 
 
 
 
 
◎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組（１６日は、小
学生３～６年生の親子ペアでご参
加ください。） 
◎申込方法　電話 
�ひょうご環境体験館（�０７９１‐５８
‐２０６５） 
 
 
 
 
 
　参加希望の方は、下記センターへ
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　 
◎募集人員　６人程度 
◎応募資格　週４日以上勤務でき
る方 
◎業務内容　公園業務補助 
◎雇用期間　平成２２年２月１２日（金） 
～３月２５日（木）　８時３０分～１７
時１５の内８時間 
◎時間給　７３０円 
◎応募締切　平成２２年１月１５日（金） 
�◯御地域整備課（�３２２‐１００４） 

【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～ 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 

くわのみ園在宅介護支援センター 
（�６６-０２３０） 
「お薬の上手なつきあい方、教え
ます」 
◎とき　１月２２日（金）　１４時～ 
◎ところ　桑の実園 
「小規模多機能型居宅介護って？」 
◎とき　２月６日（土）　１４時～ 
◎ところ　桑の実園 

西はりまグリーンホームケアセンター 
（�６３‐３１０１） 
「正しいベッドの選び方」 
◎とき　２月１３日（土）　１０時～ 
◎ところ　西はりまグリーンホーム
ケアセンター２階会議室 

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～ 
◎ところ　八重垣病院２階会議室 

くわのみ園在宅介護支援センター
（�６６-０２３０） 
◎とき　３月２７日（土） 
◎ところ　岡山方面「イチゴ狩り
と岡山ワイナリー」 

広報たつの12月号 ２ 

ひょうご環境体験館（はりまエコ 
ハウス）１月のイベント 

「家族介護者交流日帰り旅行」 
参加者を募集 

開催日 イベント内容 
９日（土） 
１３時～１５時 

「幸せを呼ぶ  くまで 
 づくり」 
※参加費：３００円 

１６日（土） 
１０時～１２時 

「かんでん おもしろ電
気実験教室」 
※参加費：無料 

３０日（土） 
１３時～１５時 

｢めでたい昆虫のお話｣ 
※参加費：無料 
　軍手を持参してくだ
さい。 

２３日（土） 
１３時～１５時 

｢フルーツや木の実で
炭を作ってみよう｣ 
※参加費：３００円 
　軍手、レモン（１個）
を持参してください。 



揖保川図書館　野鳥教室 

「県民モニター」を募集 

障害者職業訓練生を募集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎募集人数　各３０名 
◎参加費　実費負担 
※エプロン、三角巾を持参してく
ださい。 
 
 
 
 
　野鳥について解説を聞き、せせ
らぎ公園から渡り鳥などの野鳥を
観察します。 
◎とき　平成２２年１月２３日（土）
１０時～１１時３０分（小雨決行） 
◎ところ　アクアホール３階研修
室及びせせらぎ公園 
◎対象　小・中学生・高校生、一般
（小学３年生以下は、保護者同伴） 
◎講師　圓尾 哲也　氏（西播愛鳥会） 
◎定員　２０名（受付順）　 
◎受付期間　１２月２５日（金）～ 
◎持ち物　筆記用具、双眼鏡（お
持ちの方はご持参ください。） 
◎申込方法　参加申込書を揖保川
図書館に提出、又は電話でも可 
�揖保川図書館（�７２‐７６６６） 
 
 
◎応募資格　兵庫県内在住又は在
勤、在学でパソコンを使用できる

１８歳以上の方（兵庫県職員は除く） 
◎活動内容　県政に関するインタ
ーネット上のアンケート調査への
回答（回答いただいた方には、県
立美術館等、県立施設の無料招待
券を贈呈） 
◎応募方法　下記ホームページか
ら応募ください。 
ｈｔｔｐ：//ｗｅｂ.ｐｒｅｆ.ｈｙｏｇｏ.ｌｇ.ｊｐ/ａｃ２０/
ｍｏｎｉｔｏｒ.ｈｔｍｌ 
◎問い合わせ先　兵庫県広聴室広
聴係（�０７８-３６２-３０２１） 
 
 
　国立県営兵庫障害者職業能力開
発校では、平成２２年度訓練生（４
月入校生）を募集します。 
◎募集対象　身体障害者の方　 
◎募集科目と募集人員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎受付期限　平成２２年１月２１日（木） 
◎選考日　平成２２年２月３日（水） 
◎その他　授業料は無料。（ただ
し、教科書代等は自己負担）通校
が困難な方には、校内に寮設備が
あります。 
◎問い合わせ先　国立県営兵庫障
害者職業能力開発校（〒６６４‐０８４５
伊丹市東有岡４丁目８  �０７２‐７８２
‐３２１０）、居住地を管轄する公共職
業安定所（ハローワーク） 

 
 
 
◎出願資格　２０歳以上（平成２１年
４月１日現在）　 
◎出願手続　入学願書、受検票、
受検届、面接調査票 
◎受検料　９５０円（予定） 
◎願書受付　平成２２年２月２３日（火）
～２月２５日（木） 
※郵送可（書留で、２月２５日必着） 
◎受付場所　姫路北高事務室 
◎入試日時　平成２２年３月１２日
（金） ８時２０分集合 
◎入試科目　作文と面接 
◎問い合わせ先　兵庫県立姫路北
高等学校（〒６７０‐００１２　姫路市本
町６８‐７０　�０７９‐２８１‐０１１８） 
 
 
 
 
 
 
　次のとおり事務所を移転します。
なお、直通電話番号に変更はあり
ません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�総務課（�６４‐３１４２） 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

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 

糖尿病教室のお知らせ 
◎とき　１月１３日（水）１６時～ 
　　　　「糖尿病の運動療法とその効果について」　　 
　　　　講師：理学療法士 
◎ところ　御津病院本館１階リハビリ室 
◎とき　１月２７日（水）１４時３０分～ 
　　　　「糖尿病のことを知りましょう」 
 　　　　講師：看護師 
◎ところ　御津病院本館３階会議室 
�御津病院（�３２２-１１２１） 

◎とき　１月１３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） 

◎とき　１月１３日（水）９時３０分～１３時 
◎ところ　御津公民館 
�御津公民館（�３２２‐３４９６） 

科　　　目 募集人員 

ＯＡシステム科 

グラフィックアート科 

情報ビジネス科 

インテリアＣＡＤ科 

１３名 

７名 

１０名 

８名 

オフィスワーク事務科 １３名 

１年制 

６か月制 
 ○平成２２年１月１２日（火）～ 

児童福祉課、高年福祉課、水道
事業所･･･庁舎１階（元の場所）へ 

○平成２２年２月１日（月）～
６月２５日（金）予定 
税務課･･･分庁舎２階へ 

○平成２２年１月２５日（月）～
６月２５日（金）予定 
総務課、危機管理課、情報推進
課･･･分庁舎１階へ 
財政課、工事検査課･･･分庁舎２
階へ 

広報たつの12月号 3

旬の料理教室 
〈冬野菜を使ったメニュー〉 

兵庫県立姫路北高等学校「成人 
特例入試」であなたも高校生 

たつの市庁舎耐震改修工事に伴う 
事務所移転のお知らせ 



国民宿舎年末年始休荘のお知らせ 

体育施設休館日のお知らせ 

献血にご協力をお願いします 

国民健康保険税納付確認書を郵送 

出張年金相談を実施 

有料広告を募集 有料広告を募集 
広報たつのに有料広告を掲載し
ませんか。掲載内容は、市の基
準に該当するものとさせていた
だきます。 
詳細は、お問い合わせください。 

広報秘書課（�６４‐３２１１） 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
◎赤とんぼ荘（�６２‐１２６６）　 
１２月２８日（月）終日 
◎志んぐ荘（�７５‐０４０１） 
１２月２９日（火）・３０日（水）終日、 
◎新舞子荘（�３２２‐２２３１）　 
１２月３０日（水）終日 
平成２２年１月１７日（日）１５時～１月
２２日（金）１６時 
 
 
◎日時　１２月２８日（月）～平成２２
年１月４日（月）　終日閉館 
◎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）から２７日（日）
までは、館内一斉清掃のため、体
育施設は利用できません。ただし、
受付事務は１７時まで行います。 
�体育振興課（�６４‐３１８１） 
 
 
 
◎試験日　平成２２年２月７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　平成２２年１月４日（月）

～１月１２日（火） 
�消防本部予防課（�６４‐３１７５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�健康課（�６３‐２１１２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎ところ　兵庫県社会保険労務士
会館５階（神戸市中央区下山手通
７丁目１０‐４） 
◎問い合わせ先　兵庫県社会保険
労務士会（�０７８‐３６０‐４８６４） 
 
 
 
　９月１日に消費者庁が発足し、
消費者安全法が施行されました。 
同法第１０条第３項に基づき、たつ

の市が設置する消費生活センター
の開庁時間等をお知らせします。 
◎名称 
市民生活部なんでも相談課 
◎住所・電話番号 
たつの市龍野町富永１００５‐１ 
�６４‐３２５０ 
◎消費生活相談等の業務を行う日
及び時間 
月～金曜日※祝日、年末年始（１２月
２９日～１月３日）は休み 
８時３０分～１７時１５分 
 
 
　これまで、税務課及び各総合支
所地域振興課窓口で発行していた
国民健康保険税納付確認書を次の
とおり郵送します。 
◎通知対象者　平成２１年中に国民
健康保険税の納付があった全ての
納税義務者（世帯主） 
◎通知時期　平成２２年１月中旬 
◎通知方法　ハガキにて郵送 
◎通知内容　納税義務者の平成２１
年中の国民健康保険税の納付済額 
�税務課（�６４‐３１４４）◯新地域振興
課（�７５‐０２５１）◯揖地域振興課（�７２
‐２５２５）◯御地域振興課（�３２２‐１００１） 
 
 
　姫路年金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
された方を優先します。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　平成２２年２月２５日（木） 
１０時～１５時 
◎ところ　御津文化センター研修室１ 
◎相談員　姫路年金事務所職員 
◎予約受付期間　平成２２年１月２５
日（月）～２月２２日（月） 
（土日・祝祭日は除く）８時３０分
～１７時 
◎予約申込先　国保年金課（�６４
‐３２４０） 
※総合支所では受付しません。 
　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。 

平成２１年度第３回危険物取扱者試験 
のお知らせ 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

と　き ところ 

平成２２年１月１９日（火） 
１５時３０分～１６時３０分 

龍野中央病院 

平成２２年１月３１日（日） 
１０時～１３時３０分 

御津運動場 
西側空き地 
（マラソン大会・ 
かきまつり会場 
周辺） 

【総合労働相談所】 
◎相談内容　労務、各種社会保
険・労働保険　 
◎とき　毎月第２・第４水曜日
（平成２２年１月１３・２７日、２月
１０日・２４日、３月１０日・２４日） 
１３時～１６時３０分（受付１６時まで） 

【年金相談センター】 
◎相談内容　各種年金（厚生年
金、国民年金、共済年金等）　 
◎とき　毎月第１・第３水曜日
（平成２２年１月６・２０日、２月
３日・１７日、３月３日・１７日） 
１３時～１６時３０分（受付１６時まで） 
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兵庫県社会保険労務士会 
無料相談を開催 

消費生活センターの開庁時間等 
のお知らせ 



通行規制(9:00～12:00)
通 行 止

(10:00～12:00）

通行止(9:30～10:50)
（室津バス停　室津【堀市】～片公園前バス停【綾部山入口信号】）

東行き通行止　9：30～10：30

西行き通行止　9：40～10：50

通行止　10：00～12：00

1月31日（日）「梅と潮の香マラソン大会」のため通行規制にご協力を 1月31日（日）「梅と潮の香マラソン大会」のため通行規制にご協力を 1月31日（日）「梅と潮の香マラソン大会」のため通行規制にご協力を !!!
　「第３８回たつの市梅と潮の香マラソン大会」を、平成２２年１月３１日（日）に開催します。それに伴い、
国道２５０号（綾部山入口交差点から室津まで）及び黒崎、苅屋の一部の道路が通行止及び徐行運転になり
ます。ご協力をお願いします。 
◎通行規制日時　平成２２年１月３１日（日）　９時～１２時 
�御津体育館（�３２２‐３０１２） 

 
 
※１２月９日現在の登録品です。 
◎譲りたい品物　 
《衣類》成人式着物用ショール、
スキーウェア（１００㎝、１１０㎝） 
《その他》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、ぬいぐるみ、子
ども用おもちゃのスキー道具 
◎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・リュック、心光保育所
のズボン・スモック・体操服 
《その他》ミシン、キックボード
（三輪）、自転車（１４インチ･２０イ
ンチ･２５インチ以上）、足けり乗用
玩具（ブーブーカー）、ベビーカー

Ａ型、食卓用幼児いす、子供用玩
具（ジャングルジム･滑り台・ブラ
ンコ）、スキーウエア・スキー用
ブーツ・スキー用品、餅つき機、
ストーブガード、ベビー用安全柵、
ベビーベッドにつけるメリーゴー
ランド、テーブルにつけるベビー
チェア、酒かん器、掃除機、二段
ベッド 
�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　平成２２年１月２０日（水）１３時～１５時 
◎ところ　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　平成２２年２月１７日（水）１３時～１５時 
◎ところ　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　平成２２年１月１６日（土） １９時～２１時 
◎ところ　揖保川公民館 
◎演題　「たつのの新しい農業」 
◎講師　岡村 敏朗　氏（（株）ささ
営農組合取締役） 
�揖保川公民館（�７２‐２４１２） 

家庭不用品交換情報コーナー ２００９年度たつのあいあい塾 

人権相談所を開設 

お詫びと訂正 
　広報たつの１２月号に次のとおり
誤りがありましたので、ここにお
詫びし訂正します。 
○８ページ「平成２１年度たつの文
化祭」いきいき陶芸展の入賞者名 
【正】市長賞（辰巳清三） 
○２４ページ「平成２１年工業統計
調査に御協力ください」の掲載内容 
【正】平成２１年工業統計調査を
　　　１２月３１日現在で実施します。 
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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 〈1月の催し〉 〈1月の催し〉 〈1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） 
　１６日（土）・２３日（土）１１時～１１時２０分 
　「ゆきのひのうさこちゃん」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　１０日（日）　１１時～１１時３０分　「ものいうたまご」他 
読書会（一般） 
　１５日（金）　１０時～１１時３０分 
　総会（１年間の課題本を選びます） 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 

　１８日（月）・２５日（月）１１時～１１時２０分 

　「コッコさんおはよう」他 

おはなしのじかん（５歳児～） 

　９日（土）・１６日（土）・２３日（土）・３０日（土） 

　１１時～１１時３０分「かさじぞう」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　９日（土）・１６日（土）１０時３０分～１０時５０分 
　「てぶくろ」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　９日（土）・１６日（土）１１時～１１時３０分 
　「かさじぞう」他 
読書会（一般） 
　２０日（水）　１０時～１２時　「終の住処」磯崎  憲一郎 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） 

　１０日（日）・１７日（日）１１時～１１時２０分 

　「てんぱたん　てんぱたん」他 

てじな（３歳児～、保護者） 

　えほんのじかん終了後～ 

映画会（一般） 

　２４日（日）１０時３０分～１２時００分「激震の記録」他 

１月の行政相談日 

今月の市税 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」１月の展示 

「ふれあい橋ギャラリー」１月の展示 

１月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 
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＜龍野＞ 
◎とき　１２日（火）９時３０分～１２時 
◎ところ　市役所２階相談室 
＜新宮＞ 
◎とき　７日（木）１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 
◎とき　１９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） 
 
 
◎固定資産税・都市計画税　 
　第３期分 
◎国民健康保険税（普通徴収）　 
　第６期分 
◎納期限　１２月２５日（金） 
　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） 
 
 
　半田小学校児童一人ひとりが豊
かにイメージを膨らませながら完
成させた作品と、河内小学校児童
が楽しかった学校行事の様子をパ
ソコンでまとめたものや思い描い
た作品を展示します。 
◎２月のギャラリー 
　神部小学校と揖保川中学校の作
品展を予定 
�◯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＞ 
　（有）長田設備工業（�７２‐２４６９） 
＜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～３１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 

※１１月１６日～１１月３０日届出分（敬称略） 

佐内　すが 

家保　　修 

中川　和子 

武内　昭夫 

大澤　　洋 

山田　克二 

藤岩千惠子 

伊藤たけの 

新宮町井野原 

神岡町上横内 

新宮町吉島 

揖保川町原 

龍野町島田 

龍野町北龍野 

御津町朝臣 

新宮町新宮 

９/２０ 

１１/１６ 

１１/１７ 

１１/１７ 

１１/１９ 

１１/２０ 

１１/２５ 

１１/２６ 

９５ 

８３ 

６７ 

７９ 

６０ 

８８ 

８４ 

７２ 


