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◎ところ 新宮総合支所第１会議室

◎講師　県立こどもの館 伝承あ

そび普及員

▼新宮子育てつどいの広場

（☎75-2435）

子育て講演会「食べるってたのしいね！」

◎とき　11月12日(火)10時～

◎ところ 揖保川公民館２階学習室

◎講師　加古原 百合子 氏（健康

課栄養士)

▼揖保川子育てつどいの広場

（☎72-6577）

「カルトナージュ体験」

◎とき　11月20日(水)10時～

◎ところ　御津総合支所２階

◎講師　平石 理砂 氏（御津子育

てつどいの広場スタッフ）

◎材料費　800円

※要申込、先着10名

▼御津子育てつどいの広場

（☎322-2208）

子育て講演会「絵本は心のビタミンC」

◎とき　11月21日(木)10時～

◎ところ　はつらつセンター２階

◎講師　尾崎 美紀 氏（絵本作家)

▼龍野子育てつどいの広場

（☎62-9255）

「11月の絵本の読み聞かせ」

各つどいの広場で行います。

新宮：５日(火)10時30分～

龍野：13日(水)11時～

揖保川：13日、27日(水)11時～

御津：19日(火)10時～

「子育て夢相談」

専門家による子育て相談です。

◎とき　11月11日(月)10時～12時

◎ところ　新宮総合支所

※予約制。各広場へ申込み

　県内のパートタイマー、アルバ

イト等を含むすべての労働者に適

用される最低賃金が10月19日に改

正され、時間額761円（引上げ額

12円）になりました。

▼ 兵庫労働局労働基準部賃金課

（☎078-367-9154）

　文化・芸能活動を行っている各

種サークルの展示・芸能発表会を

開催します。

■たつの文化祭

◎とき　展示 11月３日(日・祝)、

４日(月・休)９時30分～16時

芸能発表 11月４日(月・休)10時

～16時

◎ところ　展示 ▽青少年館：盆栽

展、工芸展、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　

芸能発表 赤とんぼ文化ホール大

ホール

■新宮文化展

◎とき　11月９日(土)、10日(日)

９時～17時

◎ところ　新宮スポーツセンター

■揖保川文化祭

◎とき　11月16日(土)、17日(日)

10時～16時※芸能発表は17日のみ

◎ところ　アクアホール

■御津文化協会会員展

◎とき　11月23日(土・祝)、24日

(日)９時～17時

◎ところ　御津文化センター

▼社会教育課（☎64-3180）

　アニメの主題歌から現代の作曲ま

で、尺八の音色をお楽しみください。

◎とき　11月24日(日)10時30分～

11時30分

◎ところ　新宮図書館研修室

◎演奏者　森 励山 氏（都山流)

◎曲目　となりのトトロ、春の

海、石清水　ほか

◎定員　40名（小学生以上）

※10月26日(土)から受付

◎申込先　新宮図書館（☎75-3332)

貴重本一般公開

　世界に限定 3 3 部の貴重本
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を一般公開します。

◎とき　11月23日(土・祝)・24日

(日)11時～15時

◎ところ　龍野図書館

龍野美術協会作品展

　日本画・洋画・写真部のみなさ

んの作品を展示します。

◎とき　11月19日(火)～24日(日)　

10時～18時（24日のみ16時まで）

◎ところ　龍野図書館２階資料室

パネルシアターと絵本の読み聞かせ

◎とき　11月23日(土・祝)11時～12時

◎ところ　龍野図書館１階

電子工作教室、木工工作教室

健康チェック、考えるお絵かき等

◎とき　11月23日(土・祝)11時～16時

◎ところ　龍野図書館２階研修室

※11月23日(土・祝)は開館し、26

　日(火)は臨時休館します。

▼龍野図書館（☎62-0469）

「親子でわらべうたあそび」

◎とき  11月８日(金)10時20分～

行 政

イベント

兵庫県の最低賃金が761円に

たつの文化祭・文化協会展 龍野図書館の催し

新宮図書館コンサート
「はじめての尺八」

「子育てつどいの広場」
イベント情報
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　結婚50周年を迎えるご夫婦を祝

福し、記念樹を贈呈します。

◎贈呈時期　平成26年２月中旬

（予定）

◎贈呈場所　町並み対策課、各総

合支所地域振興課

◎記念樹　黒松・五葉松・観音竹

のうち希望の種類を１つ

◎対象者　市内在住で、昭和39年

に婚姻届を提出した夫婦

◎申込期限　11月29日(金)

◎申込先　

  町並み対策課（☎64-3167）

  ○新地域振興課（☎75-0251）

  ○揖地域振興課（☎72-2525）

  ○御地域振興課（☎322-1001）

　参加希望の方は、下記のセン

ターへお申込みください。

◎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

ターへお申込みください。

※交通費、食費等は市から一部助

　成します。

　三木露風の詩の朗読やフルート

演奏などを披露する朗読会を開催

します。

◎とき　11月16日(土)13時30分～

15時

◎ところ　三木露風生家（龍野町

上霞城）

◎入場料　無料

▼朗読ボランティア朗読土曜日

コース 島津（☎0791-66-0567）

　近代日本の懐かしい古時計、四つ

丸時計や珍しい播陽時計の製品（井

戸コレクション）等を展示します。

◎とき　11月23日(土・祝)、24日

(日)10時～16時

◎ところ　八瀬家住宅（揖西町中

垣内甲296）

◎その他　自由観覧、入場無料。

地域の方のおもてなし喫茶もあり

ます。

▼文化財課（☎75-5450）

　「美しい日本の子どものうた」

に掲載されている三木露風と野口

雨情作詞の曲を中心に歌います。

◎とき　11月17日(日)13時30分～

15時（開場13時～）

◎ところ　霞城館２階ホール

◎出演　ソプラノ：林 裕美子、ピ

アノ：丸山 聡美、朗読：伊藤 恵美

◎入場料　無料

▼ (公財)霞城館（龍野町上霞城30

-3 ☎・FAX 63-2900

★そば打ち体験

◎とき　12月１日(日)10時～14時

◎募集人数　20名（先着順）

◎持ち物　エプロン・三角巾・手

ふき・筆記用具　　　　

◎参加費　1,500円程度

★こんにゃくづくり体験

◎とき　12月３日(火)10時～13時

◎募集人数　20名（先着順）

◎持ち物　エプロン・三角巾・手

ふき・筆記用具

◎参加費　1,000円程度

★干物づくりと料理体験

◎とき　12月12日(木)10時～13時

◎募集人数　25名（先着順）

◎持ち物　エプロン・三角巾・手

ふき・筆記用具　　　　

◎参加費　1,500円程度

★冬の漁師料理

◎とき　12月19日(木)10時～13時

◎募集人数　25名（先着順）

◎持ち物　エプロン・三角巾・手

ふき・筆記用具　　　　

◎参加費　1,000円程度

※キャンセルは２日前まで。

体験学習室のご案内　瀬戸内の海

や島々の眺望も楽しめ、研修など

に利用することができます。

◎申込先　道の駅みつ体験学習室

（☎322-8020）

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

西はりまグリーンホームケアセン
ター（☎63-3101）
◎とき　11月９日(土)

姫路市（蒲鉾作り・はりこお面絵

付け・和菓子作りと会食）

揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
◎とき　11月28日（木）
心のやすらぎ教室「革細工体験」

揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
◎とき　11月12日(火)
有馬温泉

△

らいふマッサージ治療院たつの店
たつの市揖保川町
黍田28-1 2F  　 TEL0791-60-2120

国家資格者が
ご自宅に伺います！

体験お試し
マッサージ受付中！
まずはお電話を！

健康保険が使える（要医師の同意書）
在宅訪問マッサージ

連絡先 たつの・赤トンボを増やそう会
       前田 TEL 080-5343-7461

たつの市役所・各総合支所に置いて
いるチラシをご覧ください。

私たちは、三木露風の「赤とんぼ」

にうたわれたような風景の再現

を目指しています。

アキアカネの目撃・捕獲情報のご提供を

お願い致します。(12月10日まで)

赤トンボ(アキアカネ)情報募集！

募 集

朗読会「露風を詠む」を開催 記念樹を贈呈 金婚夫婦募集

「楽・得　介護塾」参加者を募集

三木露風コンサート

「八瀬家住宅」を特別公開
「懐かしの古時計展」を開催

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

涙
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　健康生活を維持する脳のトレーニ

ング法を学ぶ脳トレ塾を開催します。

◎とき　11月28日(木)10時～15時

◎ところ　市青少年館体育館

◎内容　脳の解剖に関する講義、

前頭葉や海馬・頭頂葉等の脳ト

レーニング ほか

◎講師　重森 健太 氏（関西福祉

科学大学保健医療学部理学療法学

専攻教授）

◎対象者　市内在住の方

◎参加費　1,500円(材料、資料代等)

◎定員　30名程度

◎申込期限　11月21日(木)

▼地域包括支援センター（高年福

祉課内☎64-3197）

高等工科学校生徒

◎応募資格　【推薦】男子で中学

校卒(見込み含)17歳未満かつ学校

長の推薦が必要【一般】男子で中

学校卒(見込み含)17歳未満

◎受付期間　【推薦】11月１日

(金)～12月６日(金)【一般】11月

１日(金)～平成26年１月10日(金)

◎試験日　【推薦】平成26年１月

11日(土)～13日(月・祝)の間の指

定する１日【一般】１次：平成26

年１月18日(土)

貸費学生【技術】

◎応募資格　大学の理学部、工学

部の３・４年次又は大学院(専門

職大学院を除く)修士課程在学(正

規の修業年限が終わる年の４月１

日現在で26歳未満(大学院修士課

程在学者は28歳未満))

◎受付期間　12月１日(日)～平成

26年１月10日(金)

◎試験日　平成26年１月25日(土)

自衛官候補生【男子】

◎応募資格　18歳以上27歳未満

◎受付期間　年間を通じて受付

◎試験日　受付時にお知らせ

防衛大学校学生【一般(後期)】

◎応募資格　高校卒(見込み含)21

歳未満

◎受付期間　平成26年１月22日(水)

～31日(金)

◎試験日　１次：平成26年３月１

日(土)

※詳細は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）

　市民まつりで住民基本台帳カー

ド（住基カード）の発行と交通災

害共済加入の受付を実施します。

◎とき　11月３日(日・祝)10時～

15時

◎ところ　市民課（市役所）

〇住基カード(住民基本台帳カード)

　住基カードは、公的な身分証明

書に利用できます。追加手続きを

すれば、証明書自動交付機で住民

票などの証明書を取得できます。

(当日はカード発行のみ実施)

〇交通災害共済（平成26年度分）

　交通事故による災害に対する共

済制度です。市内在住又は在勤の

方が対象で、１人当たり年間500

円で加入できます。

◎申請に必要なもの

住基カード発行の場合

印鑑、運転免許証等の本人確認書

類（顔写真付きでない場合、カー

ドは後日発行になります)、カー

ド代500円

交通災害共済加入の場合

加入金１人500円

▼市民課（☎64-3147）

　犬を飼っている方、飼おうと

思っている方、11月３日の「市民

まつり」で散歩体験を実施しま

す。正しく楽しい散歩の仕方をお

教えします。

◎時間　11時～、13時～（それぞ

れ15分前から県動物愛護センター

多目的ホール入口で受付）

▼県動物愛護センター龍野支所

(☎63-5146)、環境課(☎64-3150)

　不要になった携帯電話はありま

せんか。携帯電話、PHSなどに使

われている貴金属やレアメタルな

どのリサイクルを進めるため、端

末本体、電池パック、充電器を回

収します。端末本体に登録されて

いる個人情報などは消去し持参し

てください。ご協力いただいた方

には、粗品を差し上げます。

◎とき　11月３日(日・祝)10時～

15時30分

◎ところ　市民まつり会場（中川

原公園テント№68、69)

▼環境課(☎64-3150)

　平成25年９月１日から「動物の

愛護及び管理に関する法律の一部

を改正する法律」が施行されまし

た。改正点は次のとおりです。

終生飼養の徹底

　動物が命を終えるまで、適切に

飼養すること（終生飼養）は飼い主

の責務です。次の項目に該当する場

合、県動物愛護センターは動物の引

取りを拒否することができます。

〇繰り返しての引取り

〇不妊・去勢などの繁殖制限に努

　めていない。

〇動物の老衰や病気を理由とした

　引取り

〇飼養が困難だと認められない理

　由による引取り

〇新たな飼い主を探す努力をして

　いない。

罰則の強化

　動物の虐待は犯罪です。愛護動

物を殺傷・遺棄した場合の罰則が

強化されました。

▼ 県動物愛護センター龍野支所

(☎63-5146)、環境課(☎64-3150)

くわのみ園在宅介護支援センター
（☎66-0230 又は 61-9002）
◎とき　12月７日(土)
京都水族館と嵐山温泉

お知らせ

平成25年度 自衛官等を募集

すこやか脳トレ塾
参加者を募集

市民まつりで住基カードを発行
交通災害共済加入を受付

犬の散歩体験しませんか

使用済み携帯電話の
リサイクルにご協力を

動物は最後まで
愛情と責任をもって飼いましょう
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り、話すようになった」「薬がき

ちんと飲めない」などということ

はありませんか。

　揖保川病院のもの忘れ相談医が

相談に応じます。

◎とき　11月28日(木)13時30分～

15時10分

◎ところ　御津やすらぎ福祉会館

２階

◎相談内容　認知症の症状・治療

等医療に関する相談など

◎対象者　市内在住の方

◎定員　１日３名（１人30分）

※完全予約制

◎費用　無料

◎申込・問い合わせ先　地域包括

支援センター（高年福祉課内☎64

-3197）

　認知症の方や介護者を支援する

方のスキルアップ、支援者間の顔

の見える関係作り等を目的に、認

知症への理解や支援の在り方を考

えます。

◎とき　11月21日(木)14時～16時

(受付13時30分～）

◎ところ　はつらつセンター３階

多目的ホール

◎内容　認知症の人の支援について

◎講師　中西 誠司 氏（介護老人

保健施設青い空の郷リハビリテー

ション部長）

◎対象者　医師、歯科医師、保健

師、看護師、薬剤師、ケアマネ、

介護職員など、認知症の方を支援

する専門職等

◎定員　100名程度

◎参加費　無料

◎申込期限　11月18日(月)

◎その他　駐車場が少ないため、

できる限り乗り合わせてお越しく

ださい。

◎申込・問い合わせ先　地域包括

支援センター（高年福祉課内☎
64-3197）

　若年性認知症の方とその家族が

気軽に集える場を毎月第３水曜日

に開催しています。思いや悩みな

どを話してみませんか。11月は、

少し身体を動かす運動を予定して

います。

◎とき　11月20日(水)13時30分～

15時

◎ところ　市福祉会館４階大会議

室、市体育館競技場

◎内容　ミニ講話、同じ世代の

方々との交流など

◎対象者　若年性認知症の方、家

族の方、介護事業所スタッフ等若

年性認知症に関心のある方

◎参加費　１人150円

◎申込期限　11月19日(火)

◎申込・問い合わせ先　地域包括

支援センター（高年福祉課内☎
64-3197）

　夫やパートナーからの暴力やセ

クシャル・ハラスメントなど、女

性をめぐる人権問題の電話相談に

応じます。

◎とき　11月18日(月)～22日(金)

８時30分～19時、11月23日(土・

祝)・24日(日)10時～17時

◎相談電話番号　0570-070-810

◎担当者　人権擁護委員、法務局

職員

◎相談方法　電話相談のみ（無

料、秘密厳守）

▼神戸地方法務局人権擁護課（☎
078-392-1821）

開催場所：はつらつセンター

〇龍野・誉田・神岡小校区

　11月28日(木)13時30分～（受付

　13時～）

〇小宅小校区

　平成26年１月９日(木)13時30分

　～（受付13時～）

〇揖西東・揖西西・揖保小校区

　平成26年１月16日(木)13時30分

　～（受付13時～）

開催場所：新宮公民館

〇西栗栖・東栗栖小校区

◎とき　11月８日(金)10時～12時

◎ところ　揖西公民館大会議室、

新宮公民館第４研修室

◎対象者　市内在住の身体障害の

ある方又はその家族

◎相談員　身体障害者相談員

※事前予約は不要。開催日に直接

　会場へお越しください。相談中

　の場合はお待ちいただくことが

　あります。

▼地域福祉課（☎64-3204）

　就職を希望する障害がある方を

対象に、障害者就業・生活支援セ

ンターによる就職の相談・活動支

援の個別相談会を開催します。

◎とき　11月20日(水)13時30分～

16時30分（受付13時～）

◎ところ　市役所分庁舎２階第５

会議室

◎相談機関　西播磨障害者就業・

生活支援センター

◎定員　３名（１人約50分）

◎申込方法　11月13日(水)までに

電話又はファクシミリでお申込み

ください。(完全予約制）

※手話通訳・要約筆記が必要な場合

　は、予約の際にお申出ください。

◎当日の持ち物　障害者手帳

▼地域福祉課（☎64-3204 FAX63-

0863）

◎とき　11月20日(水)９時30分～

15時

◎ところ　御津やすらぎ福祉会館

１階相談室

◎相談員　知的障害者相談員

◎対象者　市内在住の知的障害の

ある方又はその家族

※事前予約は不要。相談中の場合、

  お待ちいただくことがあります。

▼地域福祉課（☎64-3204）

 「最近もの忘れが多くなってき

た」「何度も同じことを聞いた

たつの市認知症研究会

くるみの会(若年性認知症交流会)

平成26年度就学児の
健康診断を実施

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

知的障害者相談

専門医師による「もの忘れ相談」

身体障害者相談

障害者就労相談会
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　平成26年１月23日(木)13時30分

　～(受付13時)

〇香島・新宮・越部小校区

　平成26年１月23日(木)13時50分

　～(受付13時20分～)

開催場所：揖保川総合支所

〇神部小校区

　12月16日(月)13時20分（受付13

　時～)

〇半田・河内小校区

　12月16日(月)13時50分（受付13

　時20分～)

開催場所：御津公民館

〇御津・室津小校区

　11月25日(月)13時30分～（受付

　13時～)

▼学校教育課（☎64-3179)

　共同募金運動の一環で12月か

ら歳末たすけあい運動が始まり

ます。民生委員児童委員と協働

し、要保護、準要保護世帯の

小・中学生を激励訪問し、お年

玉を配ります。

◎受付期間　10月25日(金)～11月

18日(月)

◎金額　１人3,000円

◎対象者　要保護、準要保護世帯

の小・中学生

◎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

◎申請に必要なもの　印鑑（認印）、

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)

▼市社会福祉協議会（☎63-5106)

　相談は予約制です。当日は予約

された方を優先しますので、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19日(木)10時～15時

◎ところ　市役所分庁舎ホール

◎相談員　姫路年金事務所職員

◎受付期間　11月19日(火)～12月

16日(月)（土・日曜日、祝日は除

く）８時30分～17時

◎申込先　国保医療年金課（☎64

-3240）

※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７日(木)14時～16時

◎ところ　信原病院（揖西町土師)

▼健康課（☎63-2112）

◎とき　11月19日(火)10時～11時

30分（受付９時30分～)

◎ところ　市福祉会館４階大会議室

◎参加費　200円(資料代)

※託児あり

▼龍野友の会(代表：田中☎63-3043)

◎とき　11月９日(土)９時～14時

◎ところ　テクノ芝生公園東屋集合

◎コース　三濃山→感状山→羅漢

の里(紅葉祭り)約10km健脚コース

◎持ち物　タオル、お茶、弁当等

※適切な服装でご参加ください。

◎申込・問い合わせ先　県国際

交流協会テクノ日本語教室 植田

(☎0791-58-1755)

　毎月、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　11月16日(土)19時～21時

◎ところ　揖保川公民館

◎演題「千本宿の俳諧について」

◎講師　国重 和義 氏（常民学舎

会員）

▼揖保川公民館（☎72-2412) 

※10月８日時点の登録品です。

◎譲りたい品物

大人用３輪自転車、ベビーサーク

ル、ベビー用歩行器、ベビー用手

押し車、ベビーチェア（木製・パ

イプ製）

◎譲ってほしい品物

男の子用自転車（12～14イン

チ）、卓上ミシン、補聴器（集音

器）、マッサージチェア、小宅小

学校 体操半ズボン、女の子用自

転車（18～20インチ）、東栗栖小

紺スカート

▼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)　

詳しくは、なんでも相談課まで　　　　　　 ▼たつの市消費生活センター（なんでも相談課☎64-3250）

　食品を購入する際、目にする食品表示。この表示に

間違いがあれば問題です。　　　　　　

　農林水産省では、国民の皆様から食品表示に関する

情報提供を受け付けるホットラインを設置しています。

不審な表示を見たり、食品表示に疑問がある場合は、

下記の「食品表示 110 番」までお電話ください。

姫路年金事務所出張年金相談

テクテク・テクノ歩こう会

あいあい塾

家庭不用品交換情報コーナー

献血にご協力を

歳末要支援児童・生徒激励事業
申請の受付を開始

家事家計講習会
「４分の３の生活を目指して

－お金をかけるところ かけないところ－」

消費生活 豆知識 ご存知ですか？「食品表示１１０番」
ＰＯＩＮＴ

食品表示110番 079-281-3694
（農林水産省 近畿農政局 姫路地域センター）

●出張講座、講師派遣のご利用を！

「今度、集会をするけれど食品表示の話が聞きたい
なあ」など、ご要望はありませんか？

　姫路地域センターでは各種会合、研修会等に担
当職員を講師として派遣しています。お気軽にお
問合せください。

　問い合わせ先：近畿農政局　姫路地域センター
　　　　　　　　表示・規格チーム
　　　　　　　  ☎079-281-3694
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◎とき　11月13日(水)13時～15時

◎ところ　市役所２階相談室、御

津総合支所２階相談室

▼人権推進課（☎ 64-3151)

〈龍野〉

◎とき　11月12日(火)９時30分～

11時30分

◎ところ　なんでも相談課

〈新宮〉

◎とき　11月14日(木)13時～15時

◎ところ　新宮総合支所ロビー

〈揖保川〉

◎とき　11月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）

◎市・県民税（普通徴収分）

　第３期分

◎国民健康保険税（普通徴収分）

　第４期分

◎納期限　10月31日(木)

◎納付場所　近くの金融機関・郵

便局・コンビニエンスストア、会

計課・各総合支所地域振興課

※納付には便利な口座振替をご利

　用ください。申込みは税務課又

　は各総合支所地域振興課、金融

　機関・郵便局へ。

※市役所窓口で、キャッシュカー

　ドで口座振替の申込みができま

　す。詳細は税務課へ。

▼税務課（☎64-3144）

　公民館サークル（リメイク華・

生け花・パッチワーク教室）、芳

野俊通（陶板）、播磨高原東中学

校生徒の作品を展示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

　竜野駅周辺地区活性化事業実行

委員会のフォトコンテストに寄せ

られた、市内の山陽本線の風景写

真を展示します。

▼○揖地域振興課（☎ 72-2525）

　河内幼稚園５歳児の絵画を展示

します。

▼○御地域振興課（☎ 322-1001）

龍野図書館（☎62-0469）

えほんのじかん

（０～３歳児、保護者）

　16日(土)11時～11時20分

 『どうすればいいのかな？』

読書会（一般）

　８日(金)10時～11時30分

 『枯野抄』　芥川 龍之介 著

こどもの本を読む会

　14日(木)10時～11時30分

 『九つの銅貨』

  デ・ラ・メア 著、脇 明子 訳

新宮図書館（☎75-3332）

えほんのじかん

（２～４歳児、保護者）

　11日(月)・25日(月)

  11時～11時20分

 『わにわにのおふろ』ほか

おはなしのじかん（５歳児～）

　２日(土)・９日(土)・16日(土)・

  30日(土)11時～11時30分

 「ホットケーキ」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん

（３～５歳児、保護者）

　９日(土)・16日(土)

  10時30分～10時50分

 『わたしのワンピース』ほか

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

 「さんまいのおふだ」ほか

読書会（一般）

  15日(金)10時～12時

 『置かれた場所で咲きなさい』

  渡辺 和子 著

御津図書館（☎322-1007）

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

 『パンやのくまさん』ほか

読書会（一般）

  ５日(火)13時30分～15時30分

 『冬のはなびら』伊集院 静 著図書館からのお知らせ

〈11 月の催し〉

「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

ふれあいこみち

（ＪＲ播磨新宮駅舎）

11月の展示

11月の行政相談

今月の市税

人権相談

11月の休日・夜間水道当番

（緊急時のみ）

<揖保川地域>

中元産業(株)          （☎72-2031）

<御津地域>

１日～10日 　   ミツバ商事（株）

　　　　　　昼間（☎322-1245）

　　　　　　夜間（☎322-2485）

11日～20日　  　　  増本商店

　　　　　　　　（☎322-0129）

21日～30日　　   勝間設備（株）

　　　　　　昼間（☎322-2488）

　　　　　　夜間（☎322-1355）

新 宮 町 上 笹

揖保川町大門

誉 田 町 広 山

新宮町市野保

神岡町大住寺

9/11

9/12

9/17

9/21

9/24

82

91

79

91

79

※９月16日～９月30日届出分で、掲載

　に同意を得ている方々です。

松浦　光子

武内マサ子

長谷川　久

寺田とめの

山口　章夫


