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広報 たつの 

～行政～ ～行政～ ～行政～ ～イベント～ ～イベント～ ～イベント～ 

開催日 イベント内容 
６日（土） 
１０時～１２時 

｢ちびっこかんきょう
たいけんひろば～おひ
な様飾りをつくろう～｣ 
※参加費：無料 

１３日（土） 
１３時～１５時 

｢冷熱体験～天然ガス
ってどんなもの？～｣ 
※参加費：無料 

２０日（土） 
１３時～１５時 

｢竹トンボを作って
とばしてみよう｣ 
※参加費：１００円 

お詫びと訂正 
　広報たつの１月号２２ページ「公
民館まつりを開催」の記事に誤り
がありましたので、ここにお詫び
し訂正します。 
【正】揖保公民館囲碁大会の開催日
　　  １月３０日（土） 

ひょうご環境体験館（はりまエコハウス） 
２月のイベント 

隣保館まつり たつの市学校給食センター物資 
納入業者登録申請を受付 

路上障害物にご注意ください 

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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　平成２２年度の給食材料納入業者
の登録申請を受け付けします。 
◎登録区分　新宮学校給食センタ
ー、御津学校給食センター（各セ
ンターごとに登録申請が必要） 
◎申請受付期間　２月１日（月）
～２月２６日（金） 
◎申請先 ○新宮学校給食センター
（�７５‐３２５５） 〒６７９‐４３１３ 新宮
町新宮４３７　○御津学校給食セン
ター（�３２２‐３３０１）〒６７１‐１３４１ 
御津町釜屋３３１‐７ 
 
 
　道路上に放置された障害物が原
因で、事故が発生することがあり
ます。荷物を運搬する際には落下
防止のために荷造りをしっかりし
ましょう。 
　また、道路沿線にお住まいの方
は、敷地から樹木の枝や物等が道
路上にはみ出して障害とならない
ようにご注意ください。 
�建設課（�６４‐３１６０） 
 
 
 
　気温がマイナス４度以下になる
と、給水管や水道メーター、蛇口
が凍って水が出なくなったり、破
裂したりする水道の凍結事故が多
くなります。特に多いのは次のよ
うな水道管です。早めに冬じたく
をしましょう。 
○むき出しになっているもの 
○北向きのところにあるもの 
○風当たりの強いところにあるもの 
○屋外にあるもの 

防寒のしかた 
　保温材を巻きます。蛇口が破裂
しやすいので、上まで完全に包ん
でください。手近なものとして毛
布・布・発泡スチロールなどを利
用するとよいでしょう。また、そ
の上からビニールなどを巻いて、
保温材が濡れないようにしましょ
う。メーターボックスの中にも保
温材を入れて、メーターの凍結を
防ぎましょう。 
水が凍って出ないとき 
　タオルや布をかぶせ、その上か
らゆっくりとぬるま湯をかけて、
溶かしましょう。熱湯をかけると
破裂するおそれがあります。 
水道管が破損したとき 
　止水栓（メーターボックスの中
にあります）を閉めて水をとめ、
指定給水装置工事事業者に修理を
依頼してください。 
　修理代は水道メーターより宅地
内側の場合は、お客様の負担にな
ります。 
�問い合わせ先 
○龍野地域・新宮地域（光都を除く）・
揖保川地域半田の一部にお住まい
の方　水道事業所（�６４‐３１７３）、
○揖保川地域（半田の一部を除く）・
御津地域にお住まいの方　西播磨
水道企業団（�０７９１‐２２‐８３１２）、
○新宮地域光都にお住まいの方　
播磨高原広域事務組合上下水道事
業所（�０７９１‐５８‐０００１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�人権推進課（�６４‐３１５１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎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名 
◎申込方法　電話 
�ひょうご環境体験館（�０７９１‐５８‐２０６５） 

誉隣保館まつり 
◎とき　２月１０日（水）～１１日（木･祝）      
              ９時～ 
　１０日 １０時～　作品展示 
　１１日  ９時～１５時３０分 
　　　　ふれあい交流イベント・ 
　　　　バザー 
◎ところ　誉隣保館（�６３‐２５２０） 

総合隣保館まつり 
◎とき　２月１３日（土）～１４日（日） 
　　　　９時３０分～ 
　１３日　１０時～　作品展示 
　１４日　９時３０分～１５時 
　　　　ふれあい交流イベント・ 
　　　　バザー 
◎ところ　総合隣保館（�６７‐００９０） 

寒さは水道の大敵  
夜の冷え込みにご注意 

！ 



第５回たつの希望のコンサート 

「楽・得　介護塾」参加者を募集 

「２０１０ミスたつの」を募集 

～募集～ ～募集～ ～募集～ 

くわのみ園在宅介護支援センター 
（�６６-０２３０） 
「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 

御津在宅介護支援センター 
（�３２４‐０７６７） 
「寝たきり・認知症介護のポイン
トについて」 
◎とき　３月２１日（日）１０時～ 
◎ところ　梅香園 

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・使い方」 
◎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 

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」 

西はりまグリーンホームケアセンター 
（�６３‐３１０１） 
◎とき　３月１３日（土） 
◎ところ　鷲羽山「藍染体験と会食」 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

 
 
◎とき　２月２１日（日）１３時３０分～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール  
◎内容　龍野小学校吹奏楽部、神
岡小学校金管バンドクラブ、御津
小学校金管バンド部の３校合同コ
ンサート 
�神岡小学校（�６５‐００１０） 
 
 
 
 
 
　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、食費等については市から
一部助成があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　 
 
 
　たつの市の公的行事をはじめ各
種イベントで活躍していただく親
善大使「ミスたつの」を募集します。 
　「明るく元気！」が自慢の方は、
是非ご応募ください。 
◎応募資格　たつの市在住又は在
勤で明朗活発な１８歳以上の未婚女
性（ただし、高校生は不可） 
※自薦、他薦は問いません。 
◎応募方法　応募用紙に所定事項
を記入し、写真貼付の上、たつの
市民まつり運営委員会まで持参又
は郵送してください。 
※応募用紙は市役所玄関ロビー、
商工観光課、各総合支所、龍野商
工会議所、たつの市商工会、各公
民館、市内大型量販店等にあります。 
◎応募締切　２月１２日（金）必着 
◎選考人員　２名 
◎活動期間　平成２２年４月１日～
平成２３年３月３１日 
◎賞品　表彰状・トロフィー及び

副賞（１５万円分の旅行券） 
�問い合わせ先　たつの市民まつ
り運営委員会事務局（商工観光課
�６４‐３１５６） 
 
 
 
　農産園芸等について楽しみなが
ら学習できる講座を開催します。 
◎農産園芸講座 
①花き・樹木・果樹栽培　 
　３０名　毎月第２土曜日 
②家庭菜園 
　３０名　毎月第３土曜日 
③ガーデニング　　　 
　初級３０名　４･６･１０･２月第１木曜日 
　中級３０名　５･７･１１･３月第１木曜日 
④菊づくり　 
　２５名　毎月第４土曜日 
◎生活文化講座 
⑤野菜料理　 
　２４名　毎月第３水曜日 
⑥フラワーアレンジメント 
　３０名　毎月第２木曜日 
◎ところ　たつの市産業振興センター 
◎参加費　無料（ただし、実習等 
に実費必要） 
◎申込期間　２月９日（火）～２月
２０日（土）（日・月曜日、祝日は除く） 
◎申込先　たつの市産業振興セン
ター（�６３‐９９６１）　 
※申込書は、産業振興センターに
備え付けています。 
 
 
 
◎募集対象　求職中の方（６ケ月
コースは新規学卒者を除く）で、
各コースの履修に必要な習得能力
と意欲のある方 

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…０７９１　御津…０７９ 

「家族介護者交流日帰り旅行」 
参加者を募集 

平成２２年度兵庫県立姫路高等技術 
専門学院受講生を募集 

平成２２年度「たつの市民農業 
大学講座」受講生を募集 

広報たつの1月号 ２ 



夜間法律相談を実施します 

献血にご協力を 

家庭不用品交換情報コーナー 

人権相談所を開設 

 

～お知らせ～ ～お知らせ～ ～お知らせ～ 

コース名 定員 

ＮＣテクニカルコース 

ＣＡＤコース 

情報ビジネスコース 

２０名 

２０名 

１０名 

コース名 入校選考日 合否通知 

６ヶ月コース 

実習・座学 
連携養成コース 

３月２７日 ３月１７日 

３月２０日 ３月９日 

定員 

オフィスビジネスコース 

ＣＡＤ／ＣＡＭ 
テクニカルコース 

と　　き ところ 
２月５日（金） 
９時３０分～１１時３０分 

１０名 

１０名 

御津総合支所 

２月５日（金） 
１３時～１４時 御津病院 

２月１６日（火） 
１５時１５分～１６時１５分 たつの市役所 

早春の 

◎募集コース 
６ヶ月間（６ヶ月コース） 
受講期間：平成２２年４月１３日～９月７日 
 
 
 
 
 
１年間（実習・座学連携養成コース） 
受講期間：平成２２年４月１３日 
　　　　　～平成２３年３月３日 
 
 
 
 
◎受講料　無料 
◎出願手続き　居住地を管轄する
ハローワークで職業相談の上、公
共職業安定所に願書を提出 
◎出願期間　２月１日（月）～３月５日（金） 
◎入校選考日・合否通知 
 
 
 
 
 
◎選考方法　義務教育修了程度の数
学・国語及び面接等 
◎問い合わせ先　県立姫路高等技術
専門学院（�０７９‐２９８‐０９００） 
 
 
 
 
 
　弁護士と精神保健福祉士による
電話相談を実施します。 
《相談例》解雇・多重債務・生活
保護・家庭の問題など 
◎主催　兵庫県弁護士会 

◎とき　２月１４日（日）・２８日（日）・
３月１４日（日）※いずれも１７時～２１時 
◎電話番号（実施日のみの特設電話） 
０１２０‐１１０３９５〈フリーダイヤル〉 
◎相談料　無料 
�なんでも相談課（�６４‐３２５０） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�健康課（�６３‐２１１２） 
 
 
 
◎とき　５月２３日（日）１３時～ 
◎ところ　赤とんぼ文化ホール 
◎対象者　昭和３６年中に婚姻届を
提出した兵庫県内在住の夫婦 
◎申込方法　申込書（市民課窓口、
神戸新聞支社等にあります）に記入の
上、神戸新聞支社、販売所に持参又
は郵送 
◎郵送先　〒６５０‐８５７１神戸市中央
区東川崎町１‐５‐７　神戸新聞社地域
活動局「金婚式」係（�０７８‐３６２‐７０８６） 
◎申込締切　２月２６日（金）必着 
※各地区先着順にて受付、定員に
なり次第締め切ります。 
 
 
 
　犬のしつけについて、皆さんの
疑問に実技を交えて答えます。愛
犬と一緒にご参加ください。 
◎とき　２月１１日（木）・３月１１日（木）

１０時３０分～１２時 
◎ところ　兵庫県動物愛護センター
龍野支所 
◎講師　盲導犬インストラクター
　川崎 千里 氏 
◎申込方法　電話 
◎費用　無料 
�ＮＰＯ法人ペッツ･フォー･ライフ･
ジャパン（�０７９８‐５７‐３７１７） 
 
 
※平成２２年１月７日現在の登録品 
◎譲りたい品物　 
加湿セラミックファンヒーター、
食器洗い乾燥機、二段ベッド（パイプ）、
ジュニアシート、ベビーベッド、
ぬいぐるみ、スキーウエア（１００㎝） 
◎譲って欲しい品物 
≪衣類≫まこと保育園の体操服･
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≫自転車（２５インチ以上）、
スキーウエア・スキー用ブーツ・
スキー用品、ストーブガード、
べビー用安全柵、ベッドメリー、
テーブルにつけるベビーチェア、
掃除機、二段ベッド（木製）、チャイ
ルドシート、ＤＶＤデッキ、三輪車 
�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　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 
◎とき　３月１７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 
�人権推進課（�６４‐３１５１） 

糖尿病教室のお知らせ 
◎と　き　２月１０日（水） １４時３０分～ 
　　　　　「糖尿病と白内障のお話」　　 
　　　　　講師：視能訓練士 
◎と　き　２月２４日（水） １４時３０分～ 
　　　　　「脂質異常症の薬について」 
　　　　　講師：薬剤師 
◎ところ　いずれも御津病院本館 
　　　　　３階会議室 
�御津病院（�３２２-１１２１） 

ランチバイキングいよいよスタート！ランチバイキングいよいよスタート！
①11：30～ ②12：30～ ③13：30～ 

60分食べ放題（入替制） 

��������	
����

お問い合わせお申し込みは 

たつの市国民宿舎 http://www.akatonboso.com/

コーヒー付き、入浴無料！ 

 ★大　　人 
★シルバー（65歳以上） 
★小 学 生 
★幼　　児 

………………… 
……… 

………………… 
………………… 

1,300円 
1,000円 
700円 
400円 

混雑が予想されます。ご予約をお薦めします。 

１/30(土)〜2/28(日)まで
　 休まず営業します。

お待たせ 
しました 早春の 

コース名 

「犬と楽しく暮らそう」犬の飼い方 
教室を開催 

「平成２２年金婚夫婦祝福式典」 
参加申込を受付 
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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 〈2月の催し〉 〈2月の催し〉 〈2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） 
　６日（土）・１３日（土）　１１時～１１時２０分 
　「くだもの」他 
おはなしのじかん（４歳児～小学２年生） 
　１４日（日）　１１時～１１時３０分  「きつねの小判」他 
読書会（一般） 
　１２日（金）　１０時～１１時３０分  「魔術」  芥川　龍之介 著 

えほんのじかん（２～４歳児、保護者） 
　８日（月）・２２日（月）　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（５歳児～） 
　６日（土）・１３日（土）・２０日（土）・２７日（土）　 
　１１時～１１時３０分　「ラプンツェル」他 

えほんのじかん（３～５歳児） 
　１３日（土）・２０日（土）　１０時３０分～１０時５０分 
　「くまのコールテンくん」他 
おはなしのじかん（小学生以上～） 
　１３日（土）・２０日（土）　１１時～１１時３０分 
　「スヌークスさん一家」他 
読書会（一般） 
　１７日（水）　１０時～１２時  「陰翳礼讃」  谷崎　潤一郎  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） 
　１４日（日）・２１日（日）　１１時～１１時２０分「てぶくろ」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 
　７日（日）　１０時３０分～１１時３０分  「カチカチ山」他 
読書会（一般） 
　１７日（水）　１３時３０分～１５時３０分  「一茶」　 
　藤沢　周平　著 

２００９年度たつのあいあい塾 

２月の行政相談日 

今月の市税 

「ギャラリー･るーぷらいん丸」２月の展示 

「ふれあい橋ギャラリー」２月の展示 

２月の休日・夜間水道当番 
（緊急時のみ） 

 
 
　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。
（初回参加は５００円必要） 
◎とき　２月２０日（土）１８時～２０時３０分 
◎ところ　本田商店 
◎演題　「龍力の酒蔵見学」 
◎講師　本田 真一郎　氏（（株）
本田商店社長） 
◎定員　３５名（要申込） 
◎申込期限　１月３０日（土） 
◎参加費　５００円（入館料） 
◎申込先　揖保川公民館（�７２‐
２４１２） 
 
 
＜龍野＞ 
◎とき　９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（木）１３時～１５時 
◎ところ　新宮総合支所ロビー 
＜揖保川＞ 
◎とき　１６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　１６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） 
 
 
◎市県民税（普通徴収）　 
　第４期分 
◎国民健康保険税（普通徴収）　 
　第７期分 
◎納期限　２月１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、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） 
 
 
　神部小学校児童が楽しく伸び伸び
と表現した作品と、揖保川中学校３年
生の透視図作品、１年生の絵文字作
品、美術部の切り絵作品を展示します。 
◎３月のギャラリー 
　市内の風景やイベントの写真な
どのパネル展を予定 
�◯揖地域振興課（�７２‐２５２５） 
 
 
　御津保育所４歳児の絵画を展示

します。 
�◯御地域振興課（�３２２‐１００１） 
 
 
 
＜揖保川地域＞ 
（有）中元設備工業（�７２‐３４１５） 
＜御津地域＞ 
１日～１０日　（株）ダイワ 
　昼間・夜間（�０７９‐２７２‐５３４１） 
１１日～２０日　ミツバ商事（株） 
　昼間（�３２２‐１２４５） 
　夜間（�３２２‐２４８５） 
２１日～２８日　増本商店 
　昼間・夜間（�３２２‐０１２９） 
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ご冥福をお祈りします 

氏　名 住　所 死亡月日 年齢 

※１２月１６日～１２月３１日届出分（敬称略） 

吉井　　忠 

大澤　猛春 

永峰　輝雄 

森下　茂子 

坪田喜美子 

山本ちとゑ 

肥塚　則雄 

白井　昭夫 

小林　克海 

揖保川町正條 

御津町室津  

新宮町平野  

御津町室津  

新宮町新宮  

新宮町奥小屋 

御 津町中島  

誉田町広山  

龍野町富永  

１１/２３ 

１２/１０ 

１２/１１ 

１２/１３ 

１２/１４ 

１２/１４ 

１２/１８ 

１２/２０ 

１２/２２ 

６７ 

７６ 

７３ 

８３ 

６７ 

１０２ 

３１ 

７６ 

６７ 




