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新宮図書館

◎とき　12月15日(日)10時30分～

11時30分

◎ところ　新宮図書館研修室

◎演目 『もりのへなそうる』ほか

◎演者　ぺこちゃん　

◎定員　先着50名（３歳以上）

◎申込期間　11月27日(水)～

◎申込先　新宮図書館（☎75-3332)

◎とき　11月30日(土)～平成26年

１月３日(金)17時～22時

◎ところ　金剛山公民館（揖保川

町)
▼河内コミュニティセンター（☎

72-2211)

子育て講演会「ほめて育てる

～心に力がみなぎるとき～」

◎とき　12月３日(火)10時～

◎ところ　はつらつセンター２階

◎講師　梅本 光子 氏(市家庭児

童相談員）

▼龍野子育てつどいの広場

（☎62-9255）

「こどもの館巡回劇場」

◎とき　12月13日(金)10時30分～

◎ところ　揖保川公民館２階

◎内容　紙芝居・手遊び

◎演者　グループゆめゆめ

▼揖保川子育てつどいの広場

（☎72-6577）

　平成25年の工業統計調査は、従

業者４人以上の製造事業所を対象

に、平成25年12月31日時点で実施

します。

　国の工業の実態を明らかにする

ことを目的とした統計法に基づく

重要な調査です。その結果は、中

小企業施策や地域振興などの基礎

資料として利活用されます。

　12月中旬以降、県知事任命の調

査員が調査に伺いますので、調査

趣旨と必要性をご理解いただき、

調査票への記入をお願いします。

　なお、調査関係者には守秘義務

があり、調査内容の秘密は保護さ

れ、統計以外の目的に使用するこ

とはありません。

▼情報推進課（☎64-3203）

　「三木清明日の文化賞」に応募

いただいた作文7,202点のうち、入

賞作に選ばれた方の授賞式を開催

します。三木清賞の受賞者による

作文の朗読も行います。

◎とき　12月15日(日)13時20分～

15時30分

◎ところ　赤とんぼ文化ホール中

ホール

入賞者作文集を配布

　12月16日以降、入賞者作文集を

市教育委員会や各総合支所、公共

施設等で、希望者に無償で配布し

ます。

▼社会教育課（☎64-3180）

新宮会場

◎とき　12月７日(土)13時30分～

◎ところ　新宮公民館

◎ 内 容 　 コ ー ラ ス グ ル ー プ

「UTAHIME」によるコーラス、三遊

亭楽団治さん（落語家、演題「人

と人、笑顔と笑顔」）による講演

など

御津会場

◎とき　平成26年１月18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、

中西玄禮師（総本山永観堂禅林寺

管長、演題「二度とない人生だか

ら」）による講演など

揖保川会場

◎とき　平成26年２月８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、ライフデザ

インいぼがわによる人権啓発劇、

道志真弓さん(元フリーアナウン

サー、演題「生きるって幸せ」)

による講演など

※３会場とも託児あり。希望され

  る方は１週間前までに予約が必

  要です。

▼人権教育推進課（☎64-3182）

揖保川図書館

◎とき　12月７日(土)10時30分～

11時30分

◎ところ　アクアホール１階リ

ハーサル室

◎演目　『ぐりとぐらのおきゃく

さま』ほか

◎演者　わたぐも

◎定員　先着60名（４歳以上）

◎申込先　揖保川図書館（☎72-7

行 政

イベント

図書館クリスマス人形劇

製造事業所の皆様へ
工業統計調査を実施

クリスマスイルミネーション
「冬の蛍」点灯

平成25年度「三木清明日の文化賞」
授賞式を開催

人権を考える市民の集い

「子育てつどいの広場」
イベント情報
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◎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

※予約のキャンセルは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）

　アトピー・アレルギーを持つ子

どもの保護者を対象に日頃不安に

思っていることや悩みを解消でき

る情報交換、栄養士・保健師・先

輩ママのアドバイス等を実施して

います。卵・牛乳アレルギーがあ

る子どもでも食べられる軽食・お

やつ作りを行います。

◎とき　12月12日(木)10時～13時

(受付９時45分～)

◎ところ　はつらつセンター

◎参加費　300円

◎定員　25名（要予約）

◎申込先　はつらつセンター（☎
63-2112）

◎雇用期間　平成26年２月12日

(水)～３月25日(火)８時30分～17

時15分のうち８時間

◎業務内容　公園業務補助

◎時間給　770円

◎応募資格　高校生以上で週４日

以上勤務できる方

◎募集人数　６～９名

◎応募期限　平成26年１月10日(金)

▼○御地域振興課（☎322-1004）

「親子もちつき体験」

◎とき　12月18日(水)10時～

◎ところ　新宮総合支所・芝生広

場

◎参加費　実費

※要申込み

▼新宮子育てつどいの広場

（☎75-2435）

子育て講演会「元気で思いやりのあ

る子を育てるための大人の接し方」

◎とき　12月18日(水)10時～

◎ところ　御津総合支所２階

◎講師　山崎 清治 氏（NPO法人

生涯学習サポート兵庫理事長）

▼御津子育てつどいの広場

（☎322-2208）

「12月の絵本の読み聞かせ」

各つどいの広場で行います。

新宮：10日(火)10時30分～

揖保川：11日(水)11時～

御津：17日(火)10時～

龍野：24日(火)11時～

「子育て夢相談」

専門家による子育て相談です。

◎とき　12月16日(月)10時～12時

◎ところ　はつらつセンター

※予約制。各広場へ申込み

　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

★ヘルシー＆ダイエット料理体験

◎とき　平成26年１月10日(金)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　1,000円程度

★パン粘土体験

◎とき　平成26年１月16日(木)10

時～12時

◎募集人数　15名（先着順）

◎持ち物　持ち帰り容器（15cm×

15cm程の大きさ)・エプロン・手

ふき・筆記用具

◎参加費　1,000円程度

★第２弾冬の漁師料理

◎とき　平成26年１月23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

★パンづくり体験

◎とき　平成26年１月25日(土)10

時～14時

◎募集人数　20名(先着順)

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

くわのみ園在宅介護支援センター

（☎61-9002又は66-0230）

◎とき　平成26年１月14日(火)

在宅で最期まで～心に届くケアを～

ジュネスしんぐ在宅介護支援セン

ター（☎75-5228）

◎とき　平成26年１月18日(土)

リハビリ教室「生活習慣病のリハ

ビリ」

△

募 集

「楽・得　介護塾」参加者を募集

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

食育☆子どもごはん教室
アトピー教室参加者を募集

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
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　放送大学では、平成26年度第１

学期（４月入学）の学生を募集し

ています。

　放送大学はテレビ等の放送やイ

ンターネットを利用して授業を行

う通信制の大学です。心理学・福

祉・経済・歴史・文学・自然科学

など、幅広い分野を学べます。

◎出願期間　12月１日(日)～平成

26年２月28日(金)

◎資料請求(無料)・問い合わせ先

放送大学兵庫学習センター（☎
078-805-0052)、姫路サテライト

スペース（☎079-284-5788) 

　平成26年４月入校の職業訓練生

を募集します。

◎対象者　身体障害者（所定の条

件を満たす人)

◎募集科目（定員）

OAシステム科・OA事務科・グラ

フィックアート科（各20名）

インテリアCAD科（15名）

◎受付期間　12月２日(月)～平成

26年１月22日(水)

◎選考日　平成26年２月５日(水)

◎その他　授業料は無料（教科書

代等は自己負担)。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４-８　☎072-782-3

210、FAX 072-782-7081)

◎募集学科　建築工学科、機械制

御工学科、情報工学科、自動車工

学科

◎試験区分　一般入校試験（第２

回)

◎試験日　平成26年１月25日(土)

◎募集期間　12月11日(水)～平成

26年１月17日(金)
▼県立但馬技術大学校（☎0796-

24-2233）

◎とき　12月13日(金)10時～12時

◎ところ　揖保公民館研修室、揖

保川公民館応接室

◎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、ハローワークによる就職

の相談・活動支援の個別相談会を

開催します。

◎とき　12月18日(水)13時30分～

16時30分（受付13時～）

◎ところ　御津総合支所第２会議室

◎定員　３名（１人約50分）

◎申込方法　12月11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）

◎相談機関　ハローワーク龍野

※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）

　県立西播磨認知症疾患医療セン

ターの相談員が、認知症に関する

介護相談を行います。

◎とき　12月18日(水)14時～16時

30分

◎ところ　揖龍広域センター１階

会議室

◎対象者　市内在住の認知症の人

を介護している方

◎定員　１日３名（１人50分)

※完全予約制

◎費用　無料

◎その他　症状に応じて各専門医

療機関へ紹介します

◎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

知症の理解や支援の在り方を考え

ていきます。

◎とき　12月12日(木)14時～15時

45分（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　前頭側頭葉変性症について

◎講師　樫林 哲雄 氏（西播磨認

お知らせ

身体障害者相談

もの忘れ相談(介護相談)

市認知症研究会

障害者就労相談会

放送大学４月入学生を募集

兵庫障害者職業能力開発校
身体障害者訓練生を募集

平成26年度
県立但馬技術大学校学生を募集
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◎意見提出　意見のある方は、郵

便、ファクシミリ等で都市計画課

へ提出してください。

▼都市計画課（☎64-3164)

　風しんは、大人がかかると乳幼

児に比べて一般に症状が重く、高

熱が続いたり、関節痛の頻度が高

いといわれます。風しんの抗体を

持たない人が妊娠初期に感染する

と、胎児に難聴、心疾患、白内障

などの障害が起こる「先天性風し

ん症候群」を発症することがあり

ます。このため、市では風しんの

予防接種費用の一部を助成してい

ます。

◎助成期間　平成26年３月31日

(月)まで

◎助成対象ワクチン　麻しん風し

ん混合(MR)ワクチン、風しん単独

ワクチン

◎助成対象者　市内に住民票があ

り、次の①又は②に該当する方

①19歳以上の女性で妊娠を希望す

る方　②妊婦の夫

◎助成内容　自己負担額3,000円

◎接種医療機関　たつの市・揖保

郡医師会実施医療機関

▼健康課（☎63-2112）

　

　市には、犬のフンの苦情が多数

寄せられています。

　犬の飼い主の皆さん、愛犬と散

歩するとき、フンの後始末はどう

していますか。美しいまちづくり

のため、飼い主としてのマナーを

守りましょう。

◎フンの後始末を！

　現在、市の飼い犬の登録数は約

五千頭です。ほとんどの飼い主は

マナーを守っていますが、心無い

ごく一部の飼い主によって地域の

美観が損なわれています。犬のフ

ンの放置は不衛生で、不快感を与

えます。フンは必ず飼い主が持ち

帰りましょう。持ち帰ったフンは

トイレに流すなどしましょう。

◎散歩は引き綱を付けて

　散歩の際は必ず引き綱（リー

ド）を付けましょう。犬が人を傷

つけたり、道路に飛び出すかもし

れません。引き綱は犬の命を守る

「命綱」です。

◎登録と狂犬病予防注射を忘れずに

　飼い主は、犬を取得した日から

30日以内に登録をしましょう。生

後90日以上の飼い犬には、毎年、

狂犬病予防注射を受けさせましょ

う。また、首輪等に鑑札や注射済

票を必ずつけましょう。
▼県動物愛護センター龍野支所

(☎63-5146)、環境課（☎64-3150)

◎とき　12月５日(木)９時30分～

11時30分、12時45分～16時

◎ところ　市役所、赤とんぼ広場

(400mlのみ)

▼健康課（☎63-2112)

  2009年から始まった「裁判員制

度」や弁護士活動を理解していた

だくため、「裁判傍聴会」を開催

しています。弁護士が刑事裁判の

法廷に同行し、裁判手続きについ

て解説します。(費用無料)

◎とき　

12月18日(水)12時15分～16時

平成26年

１月15日(水)12時15分～16時

２月19日(水)９時15分～13時

３月12日(水)９時15分～13時

◎ところ　兵庫県弁護士会館（本

館）会議室

知症疾患医療センター医長）

◎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し

ている専門職等

◎定員　100名程度

◎参加費　無料

◎申込期限　12月９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）

　仕事について悩みを抱える若

者や保護者を対象に、無料の個別

相談会を実施します。一人で悩ま

ず、専門家に相談してみませんか。

◎とき　12月18日(水)13時30分～

16時30分

◎ところ　産業振興センター２階

第３会議室（龍野町堂本）

◎相談機関　ひめじ若者サポート

ステーション

◎定員　３組（１組約50分）

◎申込方法　電話で事前にお申込

みください。※予約優先

▼商工観光課（☎64-3156）

　平成21年度から進めてきた新宮

地区都市再生整備計画事業の事後

評価原案を公表します。

◎公表場所　都市計画課、市ホー

ムページで閲覧できます。

◎公表・意見提出期間　12月５日

(木)まで

犬のフン害
がい

にフン慨
がい

風しん予防接種を受けましょう

献血にご協力を
(龍野ライオンズクラブ主催 )

「裁判傍聴会」のご案内
～裁判員制度について～

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

若者就業サポート相談会

「新宮地区都市再生整備計画事業」
事後評価原案を公表
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◎定員　各回18名

◎申込方法　希望日・住所・氏

名・年齢・性別・職業・電話番号

を記入し、ハガキまたは電子メー

ル(bengoshikai@hyogoben.or.jp)

等でお申込みください。詳細は、

後日ハガキで通知します。

※電子メールでの申込みの場合、

　件名を「裁判傍聴希望」と明記

　してください。

※多人数での申込みの場合、代表

　者の連絡先・参加人数・参加者

　の氏名を記載してください。

◎応募期限　各開催日の８日前

(必着)

◎申込先　兵庫県弁護士会司法問

題対策委員会（〒650-0016 神戸

市中央区橘通1-4-3 ☎078-341-

7061）

　西播磨地域の森林・林業の再生

をテーマに、豊かな海をはぐくむ

森と里と海のつながりについて講

演会を開催します。

◎とき　12月７日(土)13時30分～

16時

◎ところ　赤穂市文化会館「ハー

モニーホール」小ホール

◎講師　田中 克 氏（京都大学名

誉教授)

※入場無料。事前に電話でお申込

　みください。

▼光都農林水産振興事務所（☎07

91-58-2273）

　林業実習など自然の中でのさま

ざまな体験活動と寮生活でたくま

しく生きる力を培う学校です。

◎とき　12月８日(日)10時～12時

◎ところ　山の学校（宍粟市山崎

町五十波430-２）

◎入学資格　県内在住の義務教育

終了後15歳から20歳までの男子

(修学期間１年間、全寮制）

◎申込方法　事前に電話で予約し

てください。

▼山の学校（☎0790-62-8088)

※11月７日時点の登録品です。

◎譲りたい品物（下線のものは有

料です）

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（パイ

プ製）、まあや保育園 女児制服

（120cm)・帽子・リュックほか、

自転車（26インチ)、第一仏光保

育園体操服上下（90cmほか)、

チャイルドシート、足踏みミシン

◎譲ってほしい品物

補聴器（集音器）、マッサージ

チェア、卓上ミシン、小宅小学校 

体操半ズボン、女の子用自転車

（18～20インチ）、東栗栖小学校 

紺スカート（夏・冬）、ベビー

カー（バギー）、第一仏光保育園 

男児制服上下（120cm以上)、フロ

ントチャイルドシート付自転車、

東栗栖保育園制服、まあや学園制

服（女児冬用110cm）

▼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　12月４日(水)13時～16時

◎ところ　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階相談室、御津総合

支所２階相談室

▼人権推進課（☎64-3151)

▼たつの市消費生活センター（なんでも相談課☎64-3250）

人権相談

家庭不用品交換情報コーナー

ふるさとの森講演会

県立山の学校
平成25年度 学校説明会

店舗に出向き自家用車を購入する注文

書を取り交わした。翌日、自己都合で

キャンセルを申し出たら、発注済のた

めキャンセルはできないと言われた。

①登録がされた日 (ナンバープレートを取った日 )

②購入者の注文による改造や修理に着手した日

③納車した日

※①～③のうち早い日

信販会社が立替払いの承諾をした時

［相談事例］
現金又は販売店との分割払い契約の成立時期は…

クレジット契約の成立時期は…

契約成立時期以前の申し出であれば、

キャンセルは可能です。車庫証明書等

の手続きがされていた場合などの実費

は支払うことになります。

自動車公正取引消費者相談室

03-5511-2115

消費生活豆知識

ＰＯＩＮＴ

自動車契約ピックアップ情報
＊自動車契約の成立とキャンセル＊



6 広報たつの11月号

　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　12月21日(土)19時～21時

◎ところ　揖保川公民館

◎演題　「三木清と企業家精神

―iPodを三木清で解く。その心

は？」

◎講師　難波 正憲 氏（立命館ア

ジア太平洋大学名誉教授）

▼揖保川公民館（☎72-2412)

〈新宮〉

◎とき　12月12日(木)13時～15時

◎ところ　新宮総合支所ロビー

〈龍野〉

◎とき　12月10日(火)９時30分～

11時30分

◎ところ　なんでも相談課

〈揖保川〉

◎とき　12月17日(火)13時～15時

◎ところ　揖保川総合支所１階

〈御津〉

◎とき　12月12日(木)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（普通徴収分）

　第５期分

◎納期限　12月２日(月)

◎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（絵手紙)、生

涯学習講座(カメラ教室)、光陽会

（水彩画)、新宮中学校生徒の作

品を展示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

　揖保川中学校生徒が授業や美術

活動で制作した作品を展示します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

　神部幼稚園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）

　14日・21日(土)11時～11時20分

 『ジョーンとあひる』

読書会（一般）

　13日(金)10時～11時30分

 『まだ生きている』

  佐藤 愛子 著

こどもの本を読む会

　12日(木)10時～11時30分

  詩を楽しむ

新宮図書館（☎75-3332）

えほんのじかん

（２～４歳児、保護者）

※12月は工事のため未定です。

おはなしのじかん（５歳児～）

　７日(土)・14日(土)・21日(土)

　11時～11時30分

 『五分太郎』ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん

（３～５歳児、保護者）

　14日(土)・21日(土)10時30分～

  10時50分

 『ぐりとぐらのおきゃくさま』

　ほか

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

 『やまなしもぎ』ほか

読書会（一般）

  20日(金)10時～12時   

　フィールドワーク：野田焼き見学

御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児～、保護者)　

　８日(日)・15(日)11時～11時20分

 『あすはたのしいクリスマス』

  ほか

読書会（一般）

  ３日(火)13時30分～15時30分

 『ドーバーばばぁ』

　中島 久枝 著
図書館からのお知らせ

〈12 月の催し〉

「ふれあい橋

ギャラリー」

12月の展示

「ギャラリー・

るーぷらいん丸」

12月の展示

ふれあいこみち

（ＪＲ播磨新宮駅舎）

12月の展示

12月の行政相談

今月の市税

12月の休日・夜間水道当番
（緊急時のみ）

<揖保川地域>

（有）長田設備工業  （☎72-2469）

<御津地域>

１日～10日 （有）沼田水道工業所

　　　　　　 　　（☎322-1251）

11日～20日　  　（株）大西商店

　　　　　　　　（☎324-0047）

21日～31日　　　　（株）ダイワ

　　　　　　 （☎079-272-5341）

揖 保 町 中 臣

新 宮 町 篠 首

龍野町川原町

御 津 町 岩 見

龍 野 町 堂 本

神 岡 町 沢 田

新 宮 町 栗 町

10/10

10/13

10/16

10/23

10/24

10/25

10/27

93

93

84

94

99

88

96

※10月16日～10月31日届出分で、掲載

　に同意を得ている方々です。

上田　健二

丸林とし子

八十川　宏

山下よしの

前田みよ子

林　ちづ子

髙尾　清子

あいあい塾


