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　たつの市産天然

皮革で動物フィギュ

アを作る体験教室

を開催します。新

作「午
うま

」も作れます。

◎とき　２月22日(土)10時～16時

◎ところ　道の駅みつ体験学習室

◎内容 「午」などの動物フィ

ギュア

◎参加費　１個100円～700円程度

※参加申込は不要

▼商工観光課（☎64-3156）

●貴重本一般公開

　世界 に限 定 3 3 部の貴重本

「M
ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ

ichelangelo：L
ラ

a D
ド ッ タ

otta M
マ ー ノ

ano」

を一般公開します。ちりめん本・

三木露風書簡等も公開します。

◎とき　２月８日(土)・９日(日)

11時～15時

◎ところ　龍野図書館２階

●龍野美術協会作品展

　各部会員の作品を展示します。

◎とき　２月４日(火)～９日(日)

10時～18時

※９日のみ16時まで

◎ところ　龍野図書館２階

▼龍野図書館（☎62-0469）

　蓄音機の銘機「クレデンザ」

「HMV194」によるSPレコードコン

サートを催します。

◎とき　２月23日(日)13時30分～

15時30分

◎ところ　新宮図書館

◎選曲・お話　福島 繁博 氏

◎対象者　中学生以上

◎定員　50名（先着順）

◎申込先　新宮図書館（☎75-3332）

　播磨国風土記編纂1,300年を記

念し、揖保川町における風土記ゆ

かりの歴史に迫ります。

◎とき　２月15日(土)13時30分～

15時

◎ところ　アクアホール３階第３

研修室

◎演題 「播磨国風土記とふるさと」

◎講師　岩井 忠彦 氏（神戸医療

福祉大学教授）

◎対象者　高校生以上

◎定員　30名（先着順）

◎参加費　無料

◎申込先　揖保川図書館（☎72-76

66）

　播磨国風土記を古代文書として読

む心構えをわかりやすく解説します。

◎とき　２月23日(日)14時～16時

◎ところ　埋蔵文化財センター

（新宮町宮内）

◎演題　「古代文書としての播磨

国風土記」　

◎講師　坂江 渉 氏（神戸大学人

文学研究科地域連携センター研究員)

◎定員　当日先着60名

◎参加費　無料

▼文化財課（☎75-5450）

　秀吉の天下統一を支えた黒田官

兵衛や小西行長。それらキリシタ

ン大名と室津の関係を解説します。

◎とき　２月22日(土)13時30分

◎ところ　室津海駅館

◎講師　鳥津 亮二 氏（八代市立博

物館未来の森ミュージアム学芸員)

▼○御室津海駅館（☎324-0595)

イベント

蓄音機によるSPレコードコンサート
「懐かしの名曲をあなたに」

室津海駅館歴史講座
「室津にやってきたキリシタン大名」

「子育てつどいの広場」
イベント情報

革細工体験教室

龍野図書館の催し

わくわく親子講座「笑いヨガ」

◎とき　２月７日(金)10時～

◎ところ  揖保川公民館ホール

◎講師　 水戸 涼子 氏

▼揖保川子育てつどいの広場

（☎72-6577）

体験講座

「バリアフリー体験から学ぶ」

◎とき　２月13日(木)10時～

◎ところ  はつらつセンター２階

◎講師　市社会福祉協議会ボラ

ンティアコーディネーター

▼龍野子育てつどいの広場

（☎62-9255）

わくわくひろば

「ママのプチヨガ体験」

◎とき　２月18日(火)10時～

◎ところ  御津総合支所２階

◎講師　塩谷 幸美 氏（ビジョ

ンヨガ初級インストラクター）

▼御津子育てつどいの広場

（☎322-2208）

子育て講演「ことばを育む」

◎とき  ２月26日(水)10時～

◎ところ  新宮総合支所第１会議室

◎講師　 山本 博香 氏

▼新宮子育てつどいの広場

（☎75-2435）

「２月の絵本の読み聞かせ」

各つどいの広場で行います。

新宮：４日(火)10時30分～

揖保川：12日(水)11時～

御津：18日(火)10時20分～

龍野：20日(木)11時～

「子育て夢相談」

専門家による子育て相談です。

◎とき　２月３日(月)10時～12時

◎ところ　御津総合支所２階

※予約制。各広場へ申込み

揖保川図書館読書講演会

古文書講座「歴史講演会」
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　医療と介護などの相互役割・機

能を理解しながら総合的な支援に

結び付けていくための研修です。

◎とき　２月17日(月)10時～15時

（受付９時30分～）

◎ところ　市福祉会館４階

◎内容　①認知症ライフサポート

モデルについて、②それぞれの役

割とチームケアについて

◎講師　宮島 渡 氏((社)恵仁福

祉協会常務理事・高齢者総合福祉

施設アザレアンさなだ総合施設長)

◎対象者　認知症の人に関わりの

ある方など

◎定員　80名程度

◎参加費　無料

◎申込期限　２月10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）

★菜の花つみと料理体験

◎とき　２月14日(金)９時30分～

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

★第３弾冬の漁師料理

◎とき　２月20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

◎とき

【合唱部門】２月22日(土)

13時～16時30分（開場12時30分）

19団体が出演します。

【器楽部門】２月23日(日)

13時～16時30分（開場12時30分）

16団体が出演します。

◎ところ　アクアホール

◎入場料　無料

▼市音楽祭実行委員会事務局（社

会教育課内☎64-3180）

　龍野地区を舞台に龍野北高等学

校の生徒と地域が協力し、「彩生

～心に芽生えを 町に華を～」を

テーマにイベントを開催します。

◎とき　２月７日(金)～９日

(日)10時～16時（９日は15時まで)

◎ところ　龍野地区の町家や醤油

蔵など

◎主なイベント　作品展示、音楽

の演奏、スタンプラリー等

▼県立龍野北高等学校総合デザイ

ン科（☎75-2900)

◎とき　２月11日

(火・祝）15時～

（開場14時30分）

◎ところ　赤とんぼ

文化ホール中ホール

◎入場料　3,000円（全席自由）

◎出演　多田周子（歌手)、黒田

かなで（ヴァイオリン)、海老原

真二（ピアノ）

◎予定曲　ありがとうふるさと、

アメイジンググレイス、見上げて

ごらん夜の星を ほか

◎チケット販売　赤とんぼ文化

ホール、アクアホール、ガレリア

アーツ＆ティー

▼ (公財)童謡の里龍野文化振興財

団（☎63-1888）

◎とき　２月15日(土)14時～

◎ところ　揖保川公民館

◎演題　「龍野の醤油づくりとそ

の歴史」

◎講師　澤 勤 氏（うすくち龍野

醤油資料館長）

◎参加費　200円

※事前申込は不要

▼いひほ学研究会（☎079-323-31

71）

◎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。

【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　３月８日(土)

吹き戻し製作体験・工場見学と会

食（淡路島）

△

～ふるさとに帰りました～
多田周子コンサート

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

「いひほ講座」を開催

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

認知症ライフサポート研修
受講生を募集

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

募 集

早春のランチバイキング!
◆時　間  ①11:30～②12:30～③13:30～

　　　　  60分食べ放題（入れ替え制）

◆定休日  なし（３月２日まで毎日営業）

◆メニュー   和食＆中華全30余種類

         （月半ばで一部変わります。）

◆予　約  ご利用日と人数、お時間の事前

        　予約お勧めします

◆料　金

２月１日(土)～
３月２日(日)まで

　 期間限定

平日

土・日・祝

大人

1300円

1500円

小学生

700円

900円

65歳以上

1000円

1200円

４歳以上幼児

500円

500円

入浴サービス※写真はイメージです

たつの市音楽祭

町ぢゅう美術館
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ふき・筆記用具　　　　

◎参加費　1,000円程度

★初めての漁師料理

◎とき　３月６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

★日本の美味めぐり体験(秋田県)

◎とき　３月８日(土)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

★くぎ煮づくりと料理体験

◎とき　３月13日(木)・20日(木)10

時～13時

◎募集人数　各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

★イチゴのお菓子づくり体験

◎とき　３月15日(土)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

※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）

　農産園芸等を学ぶ講座を開催し

ます。

◎内容・募集人数（開催日）

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

①野菜料理　

　28名（毎月第３水曜日）　　

②フラワーアレンジメント

　30名（毎月第２木曜日）

◎ところ　市産業振興センター

◎参加費　無料(実習等に実費必

要)

◎申込期間　２月１日(土)～15日

(土)

※申込書はセンターに設置

◎申込先　市産業振興センター

（☎63-9961）

　放送大学はテレビなどの放送を

利用して授業を行う通信制の大学

です。働きながら学んで大学を卒

業したい、学びを楽しみたいな

ど、さまざまな目的で幅広い世代

の方が学んでいます。

◎出願期限　２月28日(金)

◎資料請求・問い合わせ先　放送

大学姫路サテライトスペース（〒

670-0012 姫路市本町68-290 (イー

グレひめじ内）☎079-284-5788)

　池内タオル㈱代表取締役、池内

計司氏の講演会を開催。愛媛県今

治市で衰退産業・中小企業・民事

再生という逆境を乗り越え、国内

外に根強いファンを持つ会社へと

変革した経営術を語ります。

◎とき　２月14日(金)14時～15時

30分

◎ところ　龍野経済交流センター

２階セミナー室（龍野町富永702-1)

◎演題　「風で織るタオル どん

底から復活～人を惹きつけ逆境を

越える～」

◎定員　40名（先着順）

※事前申込が必要

◎受講料　1,000円

▼龍野商工会議所（☎63-4141）

経営トップセミナー

平成26年度「たつの市民
農業大学講座」受講生を募集

放送大学
平成26年度４月入学生を募集

家庭用品再生修理会

ところ 受付日時 引渡日時

中 央 公 民 館
２月12日(水)
９時30分～11時30分

２月26日(水)
９時30分～10時30分

小宅コミセン
２月３日(月)
９時30分～11時30分

２月17日(月)
９時30分～10時30分

揖 西 公 民 館
２月５日(水)
９時30分～11時30分

２月19日(水)
９時30分～10時30分

揖 保 公 民 館
２月14日(金)
９時30分～11時30分

２月28日(金)
９時30分～10時30分

誉 田 公 民 館
２月２日(日)※１
９時30分～11時30分

２月14日(金)
12時30分～13時30分

神 岡 公 民 館
２月４日(火)
９時30分～11時30分

２月18日(火)
９時30分～10時30分

新 宮 公 民 館
２月13日(木)
９時30分～11時30分

２月27日(木)
９時30分～10時30分

揖保川総合支所
２月６日(木)
９時30分～11時30分

２月20日(木)
９時30分～10時30分

御津文化センター
２月７日(金)
９時30分～11時30分

２月21日(金)
９時30分～10時30分

  あなたの周りに修理して使えそうなものはありませんか？

※１ 誉田地区は、公民館まつり会場で受付

◎修理品目（費用は目安です）　包丁類(磨ぎ)450円～・はさみ類

(種類による)300円～・洋傘100円～・くつ400円～

※修理品は、業者が持ち帰り修理します。修理代金は受付時にいた

　だきます。　　   　　 　　　 ▼なんでも相談課（☎64-3250）
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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　２月12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）

  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　２月26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

を介護されている方

◎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）

　認知症や介護者を支援する方の

スキルアップと支援者間の関係づく

り等を目的に、認知症の理解や支援

の在り方を考えます。

◎とき　２月20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　成年後見制度について

◎講師　助永 嘉伸 氏（(社)成年

後見センター・リーガルサポート

兵庫支部長)

◎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し

ている専門職等

◎定員　100名程度

◎参加費　無料

◎申込期限　２月17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）

◎とき　２月14日(金)10時～12時　

◎ところ　小宅公民館談話室、新

宮公民館会議室

◎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）

◎とき　２月10日(月)９時30分～

15時

◎ところ　揖保川総合支所１階相談室

◎対象者　市内在住の知的障害の

ある方やその家族

◎相談員　知的障害者相談員

※事前予約不要。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）

　就職を希望する障害のある方を

対象に、就職の相談・活動支援の

個別相談会を開催します。

◎とき　２月19日(水)13時30分～

申告相談会場 開設日 受付時間

市役所分庁舎ホール
２月17日(月)～３月17日(月)

９時～16時30分
揖保川総合支所(ふれあいホール)

新宮総合支所(しんぐうホール) ２月17日(月)～21日(金)、３月11日(火)～17日(月)

御津公民館(実習室) ２月17日(月)～19日(水)、２月25日(火)～３月17日(月)

出
張
申
告
相
談
会
場

越部コミュニティセンター２階 ２月24日(月)～26日(水)

９時～16時30分

※最終日は15時まで

誉田公民館 ２月25日(火)、26日(水)

神岡公民館 ２月27日(木)、28日(金)

揖保公民館 ３月５日(水)、６日(木)

揖西公民館 ３月12日(水)～14日(金)

室津センター ２月20日(木)、21日(金)

９時20分～16時30分

※最終日は15時まで

西栗栖コミュニティセンター２階 ２月27日(木)～３月３日(月)

香島コミュニティセンター ３月４日(火)～６日(木)

東栗栖コミュニティセンター２階 ３月７日(金)、10日(月)

岩見港公民館 ２月24日(月)

10時～15時30分誉隣保館 ３月４日(火)

総合隣保館 ３月７日(金)

▼税務課（☎64-3145)
◎相談期間　　２月17日(月)～３月17日(月)（土・日曜日を除く。）
◎お知らせ　　１　今年度から龍野税務署員による出張申告相談は行いませんので、次の申告は龍野税
　　　　　　　　務署で行ってください。
　　　　　　　　①青色申告　②株式、不動産等の譲渡所得　③住宅ローン控除　④消費税の申告
　　　　　　　２　所得税の還付申告は、申告期間前でも龍野税務署で受け付けています。

※たつの市在住の人は、いずれの会場でも申告できます。

知的障害者相談

障害者就労相談会

「もの忘れ相談」(介護相談)

市認知症研究会

市・県民税申告相談

身体障害者相談

お知らせ
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　平成25年中に納めていただいた

介護保険料額と後期高齢者医療保

険料額を記載した「納付額確認

書」を１月下旬にそれぞれハガキ

で郵送します。内容を確認し、所

得税・市県民税の申告に利用して

ください。

　介護保険料については、年金の

源泉徴収票で、特別徴収分(年金

天引き分）の納付額が確認できま

す。このため特別徴収（年金天引

き）のみによる納付の方には、今

年から「納付額確認書」は郵送し

ませんのでご注意ください。

▼高年福祉課（☎64-3155)、国保

医療年金課（☎64-3240）

◎期別　第７期　

◎納期限　１月31日(金)

　納付は、近くの金融機関・郵便

局・コンビニエンスストア・会計

課・各総合支所市民福祉課の窓口

へ。便利な口座振替もご利用くだ

さい。（金融機関・郵便局でも手

続きできます。通帳と銀行届出印

をご持参ください。)

▼高年福祉課（☎64-3155)

　　　　　　○新市民福祉課（☎75-0253)

　　　　　　○揖市民福祉課（☎72-2523)

　　　　　　○御市民福祉課（☎322-1451）

　確定申告に当たっての留意事項

を説明します。

◎とき　１月29日(水)10時～12時

◎ところ　揖龍広域センター２階

講座室

◎講師　龍野税務署個人課税第一

部門担当官

※事前申込は不要。費用無料

▼(公社)龍野納税協会（☎62-17

00）

　年度末は自動車の検査・登録申

請窓口が非常に混雑し、長時間お

待ちいただくことになります。手

続きは比較的混雑しない３月中旬

までにお済ませください。

　なお、継続検査は、自動車検査

証の有効期間満了日の１か月前か

ら受けられます。

▼姫路自動車検査登録事務所

（登録関係☎050-5540-2067、検査

関係☎079-231-4801）

▼ユーザー車検予約サイト

http://www.navi.go.jp

　軽自動車税は、４月１日現在の

所有者に課税されます。次の場合

は早めに廃車や住所・名義変更の

手続きをお願いします。

▽使用しなくなった場合

▽下取りに出した場合

▽市外へ転出する場合

▽他人に譲った場合

▼税務課（☎64-3145）

※１月６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）

第一仏光保育園の体操服上下

(90cm)・帽子ほか、チャイルド

シート、学習机、木製ハンガー、

ベビー用ハイ＆ローラック、ドナ

ルドダックキャスター付バッグ、

プーさんベビー用歩行器、ベビー

用ジム

◎譲ってほしい品物

まあや学園制服（女児冬用110cm)、

まあや保育園体操服上下（90cm

～)・スモック（２歳児用)、半

田小学校男児制服上下、ミシン

(足踏み式、卓上)、自転車（24

～26インチ)、ベビーカー（A型

ほか)、クーハン（ベビーキャ

リー)、籐のイス

▼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）

　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　２月15日(土)19時～21時

◎ところ　揖保川公民館

◎演題 「シーボルトの江戸参府」

◎講師　柏山 泰訓 氏（嶋屋友の

会事務局長）

▼揖保川公民館（☎72-2412)

◎期間　２月５日(水)17時～８日

(土)15時

▼志んぐ荘（☎75-0401)

▼たつの市消費生活センター（なんでも相談課☎64-3250）

この石油ストーブをお持ちの方は使用をやめて、問い合わせ先へ申し出てください。

消費生活豆知識
ＰＯＩＮＴ

石油ストーブ回収のお知らせ

所得税確定申告説明会

志んぐ荘 休荘のお知らせ

家庭不用品交換情報コーナー

今月の介護保険料(普通徴収分)

対 象 商 品 ： 製品名　　アルパカ
　　　　　     型式　 　 型番TSG-1(S)　2010年製
　　　　　     販売期間　2011年12月～2013年３月４日
回 収 理 由 ： 耐震自動消火装置が作動しない場合がある
問い合わせ先 ： コーナン商事株式会社　お客様サービス室
　　　　   　      0120-04-1910（固定電話専用）
受 付 時 間 ： ９時～18時（土日祝除く）

介護保険料・後期高齢者医療保険料
の納付額確認書を郵送します

神戸運輸監理部からのお願い
自動車の検査・登録申請は

３月中旬までに

軽自動車や原動機付自転車の
廃車・住所変更はお早めに

あいあい塾
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◎とき　２月12日(水)

◎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)

〈新宮〉

◎とき　２月13日(木)13時～15時

◎ところ　新宮総合支所ロビー

〈揖保川〉

◎とき　２月18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　２月６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）

◎市・県民税（普通徴収分）

　第４期分

◎国民健康保険税（普通徴収分）

　第７期分

◎納期限　１月31日(金)

◎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（パッチワー

ク・書道・手書き友禅・ブー

ケ)、寺村みどり(漢詩）、西栗栖

小学校児童の作品を展示します。

▼新宮公民館（☎75-0922）

　神部小学校児童の作品を展示し

ます。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

　半田幼稚園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）

　15日(土)・22日(土)11時～11時

  20分

 『ぱか　ぱか』ほか

読書会（一般）

　14日(金)10時～11時30分

 『わが母の記』井上 靖 著

こどもの本を読む会

　13日(木)10時～11時30分

 『人形の家』

  ルーマー・ゴッデン 著

新宮図書館（☎75-3332）

えほんのじかん

（２～４歳児、保護者）

　10日(月)・24日(月)11時～11時

　20分

 『まめのかぞえうた』

おはなしのじかん（５歳児～）

　１日(土)・８日(土)・15日(土)・

　22日(土)11時～11時30分

 『うば捨て山』ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん

（３～５歳児、保護者）

　８日(土)・15日(土)10時30分～

　10時50分

 『ちいさなねこ』ほか

おはなしのじかん（小学生以上）

　８日(土)・15日(土)11時～11時

　30分

 『ふしぎなたいこ』ほか

読書会（一般）

  21日(金)10時～12時   

 『ステップ』重松 清 著

　御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児～、保護者)　

　９日(日)・16(日)11時～11時20分

 『ぽとんぽとんはなんのおと』ほか

読書会（一般）

  11日(火・祝)13時30分～15時30分

 『青い壷』有吉 佐和子 著

図書館からのお知らせ

〈２月の催し〉

「ふれあい橋

ギャラリー」

２月の展示

「ギャラリー・

るーぷらいん丸」

２月の展示

ふれあいこみち

（ＪＲ播磨新宮駅舎）

２月の展示

２月の行政相談

今月の市税

２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 （有）沼田水道工業所

　　　　　　 　　（☎322-1251）

11日～20日　  　（株）大西商店

　　　　　　　　（☎324-0047）

21日～28日　　　　（株）ダイワ

　　　　　　 （☎079-272-5341）

揖保川町馬場

揖西町中垣内甲

揖西町小犬丸

揖保川町野田

新 宮 町 新 宮

揖 西 町 小 神

新 宮 町 福 栖

新 宮 町 福 栖

御 津 町 室 津

新 宮 町 吉 島

新 宮 町 新 宮

12/10

12/10

12/11

12/15

12/15

12/16

12/17

12/20

12/21

12/21

12/22

89

63

82

87

77

82

86

94

76

66

96

※12月16日～12月31日届出分で、掲載

　に同意を得ている方々です。

芦谷　敏男

安東　俊三

松本カズヱ

永富　宣夫

松田　竹志

頃安　恭子

福山　照江

北風　信一

村田　康一

小林　　司

和田　好三

人権相談


