たつの

「作ってあそぼう 魚つり」
とき ５月30日（金）10時～
ところ 揖保川公民館２階
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「５月の絵本の読み聞かせ」
各つどいの広場で行います。
揖保川：７日・21日（水）11時～
新 宮：13日（火）10時30分～
龍 野：15日（木）11時～
御 津：20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 ５月19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

「子育てつどいの広場」
イベント情報

▼

「野菜の種をまきましょう！」
とき ５月７日（水）10時～
ところ 新宮総合支所芝生広場
新宮子育てつどいの広場（☎752435）
「ママのプチヨガ体験」
とき ５月20日（火）10時30分～
ところ 御津総合支所２階

アマチュア音楽グループによる
気軽にライブ音楽を楽しむイベン
トを開催します。
とき ５月10日（土）18時30分～
ところ 赤とんぼ文化ホール
ホールロビー
入場料 無料
出演バンド 山田バンド（ジャズ、
歌謡曲、ダンス曲）、シンクロ（ア
コースティック デュオ）
赤 と ん ぼ 文 化 ホ ー ル（ ☎ 6 3 1888）

▼

▼

「こいのぼりの箸袋・ピックづく
り」
とき ５月２日（金）10時～
ところ はつらつセンター ２階
龍野子育てつどいの広場（☎62９255）
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ラシで絵具を吹き付けて動物を描
いた作品を展示します。
展示期間 ５月25日（日）まで
ところ 新宮図書館
※制作者の谷口榮子さんによる実
演が５月18日（日）13時30分～16
時30分にあります。
新宮図書館（☎75-3332）

新宮温水プール
こども無料開放
無料開放します。おもちゃの貸
出、プールアスレチックも実施し
ます。
とき ５月５日（月・祝）
無料開放：９時～22時
※利用時間の制限なし
プールアスレチック：13時～15時
対象者 中学生以下
※浮き輪やおもちゃの持ち込み可
能。小学校３年生以下は保護者
同伴。水着、水泳帽子を着用
新宮温水プール（☎75-5151）

▼

▼

たつの市産「天然皮革」を用い
た動物フィギュアの体験教室を開
催します。
とき ５月24日（土）10時～16時
ところ 道の駅みつ・体験学習室
内容 干支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）

講師 塩谷 幸美 氏（ロイヤルセ
ラピスト協会認定講師）
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
▼

革細工体験教室

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
URL:http://www.city.tatsuno.lg.jp/
facebook:http://www.facebook.com/city.tatsuno.koho

▼

イベント

毎月10日・25日発行

▼

お知らせ版

広報たつの
【編集・発行】

いひほ学研究会講演会
市とその周辺の歴史・自然・
文化を調査・研究している「いひ
ほ学研究会」の新年度総会を記念
し、講演会を開催します。会員で
ない方も参加できます。
（事前申込
不要）
とき ５月11日（日）14時～
ところ 揖保川公民館
演題 「祭りとくらし」
講師 小栗栖 健治 氏（兵庫県立
歴史博物館館長補佐）
参加費 200円
い ひ ほ 学 研 究 会（ ☎ 0 7 ９ - 3 2 3 3171）

▼

広報

河原などで拾った石にエアーブ
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募

集

「楽・得 介護塾」
参加者を募集
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
ジュネスしんぐ在宅介護支援
センター（☎75-5228）
とき ６月14日（土）
講演会 「高齢者の病気対策ア
ラカルト９」
御津在宅介護支援センター
（☎324-0767）
とき ６月20日（金）
「要介護者の栄養管理」※
※は介護技術習得のための講座で
す。

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集
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。
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-９002又は66-0230）
とき ６月21日（土）
はわい温泉（屋形船昼食）と海
鮮市場
西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
とき ６月28日（土）
ラベンダーパーク多可・和紙
づくり

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集
★玉葱の収穫と北海道料理体験
とき ５月10日（土）９時30分～14
時
募集人数 20名（先着順）

2 広報たつの４月号
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持ち物 軍手・エプロン・三角
巾・手ふき・筆記用具
参加費 1,000円程度
★第２弾 春の漁師料理体験
とき ５月15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
★弁当づくりと無人島探検
とき ５月31日（土）10時～14時30
分
募集人数 30名（先着順）
持ち物 軍手・遊び道具・飲み物
参加費 大人1,500円、小・中学
生800円、幼児300円程度
★梅ちぎりと料理体験
とき ６月７日（土）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
※予約のキャンセルは２日前まで
受付
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）

外国語を学ぼう !
中国語講座（初級）～漢字の世
界を楽しみましょう～
とき ５月15日・22日・29
日・６月５日・12日（全５回
毎木曜日）13時～14時30分
ところ 産業振興センター
２階第１研修室
講師 呉 明華 氏
定員 15名程度（先着順）
参加費 3,500円（資料代等）
申込方法 電話受付

ドイツ語講座（初級）～簡単な
会話から始めましょう～
とき ５月15日・22日・29
日・６月５日・12日（全５回
毎木曜日）14時～15時30分
ところ 産業振興センター
２階第２研修室
講師 山口 喜子 氏
定員 15名程度（先着順）
参加費 3,500円（資料代等）
申込方法 電話受付
らくらく英会話（初級）～ＡＢ
Ｃから始めましょう～
とき ５月16日・23日・30
日・６月６日・13日（全５回
毎金曜日）９時30分～11時
ところ はつらつセンター
１階研修室
講師 西川 奈穂 氏
定員 15名程度（先着順）
参加費 3,500円（資料代等）
申込方法 電話受付
市国際交流協会事務局（広報秘
書課内☎64-3140）

▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

「市民ふれあい農園」
利用者を募集
所在地および募集区画数
①日山農園（龍野町日山182-3）
募集区画数 ６区画
②日飼農園（龍野町日飼226-1）
募集区画数 18区画
③富永農園（龍野町富永418-1）
募集区画数 ３区画
④新在家農園
（揖保川町新在家266-1）
募集区画数 ２区画
⑤御津ふれあい農園
（御津町苅屋90-1）
募集区画数 ５区画（30㎡）
６区画（50㎡）
対象者 市内在住の方
農園利用料 日山・日飼・富永農
園は１区画5，000円（年額）
※新在家農園・御津ふれあい農園
の利用料については、各総合支
所地域振興課までお問い合わせ
ください。

図書館の仕事を体験する「一日
図書館員」を募集しています。
とき ５月10日（土）、５月11日
（日）９時30分～17時
ところ 新宮図書館
募集人数 各２名（定員を超えた
場合は抽選）
対象者 市内在住在学の小学５年
生～高校３年生（体験済の方はご
遠慮ください）
申込期限 ５月２日（金）
申込先 新宮図書館（☎75-3332）

新宮温水プール
スクール１か月体験
キッズスクール及びフリーレッ
スンの「１か月体験」ができます。
16歳以上の方はスイミング以外に
も、ヨガやピラティス、自力整体、
太極拳などのプログラムの体験も
可能です。
実施期間 ５月７日（水）～６月２
日（月）
ところ 新宮温水プール
対象者 キッズスクール：６か月
～中学生
（親子・障がい児・幼児・
ジュニア・育成・選手の各コース）
フリーレッスン：高校生以上
定員
キッズスクール：各コース５名
フリーレッスン：制限なし
※フロア教室は要予約

たつの市手をつなぐ育成会
講演会「知的障害者のため
の障害基礎年金の基礎知識」
「療育手帳Ｂ２でももらえる
の？」
「 就労中でももらえるの？」
といった障害年金の仕組みを分か
りやすく解説します。会員でない
方も参加できます。
とき ５月28日（水）11時～12時30
分
ところ 新宮ふれあい福祉会館２
階研修室
講師 小林 潔浩 氏（小林福祉労
務事務所 社会保険労務士・社会
福祉士）
対象者 市内在住の知的障害のあ
る方又はその家族
定員 80名
参加費 無料
※事前申込は不要
問い合わせ先 たつの市手をつな
ぐ育成会事務局（地域福祉課内☎
64-3204）

日商簿記・珠算能力検定
受験者を募集
第137回日商簿記検定試験
とき ６月８日（日）
１・３級：９時～
２・４級：13時30分～
受付期限
窓口：５月８日（木）
ネット：５月11日（日）
（http://www.tatsuno.or.jp）
受験料 １級7,710円、２級4,630
円、３級2,570円、４級1,640円
※ネット申込みの方は別途負担料

金（手数料500円、受験票・合格
証書郵送料220円）
が発生します。
第201回珠算能力検定試験
とき ６月22日（日）
３級：９時～
１・２級：10時～
ところ 龍野経済交流センター
（龍野町富永702-1）
受付期限 ５月22日（木）
受験料 １級2,100円、２級1,570
円、３級1,360円
申込・問い合わせ先 龍野商工会
議所（☎63-4141）

お知らせ
身体障害者相談
とき ５月９日（金）10時～12時
ところ 揖西公民館小会議室、新
宮公民館第１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。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）

▼

１日図書館員を募集

参加費
キッズスクール：4,000円／月
フリーレッスン：5,000円／月
申込期限 ４月25日（金）～
※上記実施期間中も随時受付しま
す。
申込先 新宮温水プール（☎755151）

障害者就労相談会
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 ５月21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 ５月14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 FAX630863）

▼

申込方法 印鑑を持参の上、日
山・日飼・富永農園については農
林水産課へ、新在家農園・御津ふ
れあい農園については各総合支所
地域振興課へお申込みください。
※応募多数の場合、抽選となりま
す。
※日山・日飼・富永農園について
は駐車場がないため、自動車で
の利用は禁止です。
申込期間 ５月１日（木）～５月30
日（金）
問 い 合 わ せ 先 農 林 水 産 課（ ☎
揖 地域振興課
64-3157）、 ○
（☎72御 地域振興課
2525）、○
（☎322-1001）
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▼

市役所本庁・総合支所等ダイヤルイン番号一覧
本

庁

■ 行政改革推進室

平成26年４月１日現在

６４−３１９９
６４−３１４２

危機管理課

６４−３２１９

情報推進課

６４−３２０３

▲ ▲ ▲ ▲

総務課

税務課

６４−３１５７

農地整備課

６４−３１５９

商工観光課

６４−３１５６

消費生活センター

６４−３２５０

■ 都市建設部
６４−３１４４

建設課

▲

管理収納係

農林水産課

▲ ▲ ▲

■ 総務部

■ 産業部

６４−３２１４

管理係

６４−３１６０

市民税係

６４−３１４５

道路建設係

６４−３１６１

資産税係

６４−３１４６

道路補修係

６４−３１６２

用地課

▲ ▲

企画課

▲

■ 企画財政部
６４−３１４１

広報秘書課

用地係

６４−３２１０

地籍調査係

６４−３２５１

都市計画課

広報広聴係

６４−３２１１

管理係

６４−３１６３

財政課

６４−３１４３

計画係

６４−３２２３

契約課

６４−３２１８

建築係

６４−３１６５

都市整備係

６４−３１６４

まち未来創造課

６４−３１６７

▲

６４−３１４０

▲ ▲

秘書係

■ 市民生活部
６４−３１４７

国保医療年金課

▲

▲ ▲

市民課

■ 下水道部
下水道課

国保係

６４−３１４９

管理係

６４−３１６８

環境課

６４−３１５０

施設係

６４−３１７０

人権推進課

６４−３１５１

前処理場対策課

▲

■ 健康福祉部

▲

６４−３２４０

▲ ▲

医療年金係

６４−３１７１

■ 公営企業部
▲

水道事業所

▲

地域福祉課
生活福祉係

６４−３１５４

管理係

６４−３１７３

障害福祉係

６４−３２０４

給水係

６４−３０２２

児童福祉課

▲

■ 教育委員会事務局
６４−３１５３

家庭児童・母子相談専用

６４−３２２０

保育係

６４−３２２２

臨時給付金等担当

６４−３１６９

▲

高年福祉課

教育総務課

６４−３１７８

施設課

６４−３２０５

学校教育課

６４−３１７９

社会教育課

６４−３１８０

人権教育推進課

６４−３１８２

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

児童福祉係

６４−３１５２

■ 会計課

６４−３１７２

介護保険係

６４−３１５５

■ 選挙管理委員会事務局

６４−３１８３

地域包括支援センター

６４−３１９７

■ 議会事務局

６４−３１７７

健康課（はつらつセンター）

６３−２１１２

■ 農業委員会事務局

６４−３１８５

▲

高年福祉係

4 広報たつの４月号

■ 監査事務局・揖龍公平委員会

６４−３１８４

■ 龍野体育館（体育振興課）

６３−２２６１

■ 職員互助会

６４−３１８８

■ 新宮スポーツセンター

７５−１７９２

■ 職員組合

６４−３１８９

■ 揖保川スポーツセンター

７２−５５６７

▼

６４−３１８６

新宮総合支所
７５−０２５１

市民福祉課

７５−０２５３

新宮保健センター

７５−３１１０

教育委員会事務局文化財課

７５−５４５０

揖保川総合支所
７２−２５２５

市民福祉課

７２−２５２３

揖保川保健センター

７２−６３３６

▲ ▲ ▲

地域振興課

文化ホール
６３−１８８８

■ アクアホール

７２−４６８８

図書館

■ 龍野図書館

６２−０４６９

■ 新宮図書館

７５−３３３２

■ 揖保川図書館

７２−７６６６

■ 御津図書館

▲

御津総合支所

３２２−３０１２

■ 赤とんぼ文化ホール

▲

地域振興課

▲

▼

体育館・スポーツセンター

■ 御津体育館

▲ ▲ ▲ ▲

▼

▲

■ 土地開発公社

３２２−１００７

国民宿舎

３２２−１００１

市民福祉課

３２２−１４５１

■ 赤とんぼ荘

６２−１２６６

御津保健センター

３２２−３４９６

■ 志んぐ荘

７５−０４０１

室津出張所

３２４−０００１

■ 新舞子荘

３２２−２２３１

▲ ▲ ▲ ▲

地域振興課

医療機関
医療機関名
たつの市民病院

揖龍休日夜間急病センター
（はつらつセンター内）

電話番号

診療科目等

079-322-1121

内科・外科・整形外科・麻酔科・眼科・小児科・
リハビリテーション科

0791-63-5510

診 療 日：日曜日・祝日・８月15日（金）
・12月31
日（水）・１月２日（金）・３日（土）
時
間：９時〜 22時（受付は21時30分まで）
診療科目：内科・小児科

西はりま消防組合
消防本部

７６−７１１９

たつの消防署総務課

６４−３１７４

たつの消防署予防課

６４−３１７５

たつの消防署警防課

６４−３１７６

たつの消防署消防第一担当及び第二担当

６４−３２１２

新宮分署

７５−１１１９

揖保川出張所

７２−２９００

御津出張所

３２２−３６１８
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若者就業サポート相談会
仕事の悩みを抱える若者等を対
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 ５月21日（水）13時30分～16
時30分（受付13時～）
ところ 産業振興センター（龍野
町堂本38-1）
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 事前に電話でお申込み

6 広報たつの４月号

▼

移動児童館
とき

ところ

第１水曜日

揖西公民館
（☎ 66-2410）

第２水曜日

揖保公民館
（☎ 67-1440）

第３水曜日

神岡公民館
（☎ 65-2109）

第４水曜日

誉田公民館
（☎ 63-1359）

第４金曜日

新宮公民館
（☎ 75-0922）

第１・３
金曜日

揖保川文化センター
（☎ 72-5566）

第２金曜日

御津公民館
（☎ 322-4501）

内容
①自由遊び（ブロック･ままごと･
トランポリン他）
②絵本の読み聞かせ・紙芝居
③造形遊び（クリスマスの飾り・
ぬり絵）
④運動遊び（玉入れ・フラフープ･
ダンス）
参加費 無料
※事前申込は不要。どの地区でも
参加できます。祝日・祭日、警
報が出たときは休館。都合によ
り臨時休館することもあります。
中央児童館（☎63-5118）

▼

身近な地球温暖化防止対策とし
て、昨夏、公共施設（17か所）にグ
リーンカーテンを設置しました。
今夏、是非あなたもグリーンカー
テン作りにチャレンジしてみませ
んか。なお、市ホームページに、
設置の状況を掲載していますので
ご覧ください。
環境課（☎64-3150）

たつの農業振興地域整備計画に
定められた農用地区域の農地（田、
畑など）を、農地以外の用途（宅地
など）で利用する場合は、農用地
区域からの除外申請が必要です。
申請期間 ５月１日（木）～５月30
日（金）
受付場所 農林水産課
詳細は、農林水産課へお問い合
わせください。
農林水産課（☎64-3157）

農業集落排水処理施設・
コミュニティプラント
新規加入金額の変更について
揖西町・新宮町の農業集落排水
処理施設及び角亀地区コミュニ
ティプラントについて、平成27年
４月１日から新規加入金額が、公
簿面積×700円に変更になりまし
た。新たな住宅建築等で新規加入
を検討される方はご注意ください。
詳細は下水道課へお問い合わせ
ください。
下水道課（☎64-3168）

▼

「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 ５月28日（水）13時30分～15
時10分
ところ はつらつセンター１階ボ
ランティア室
対象者 市内在住の方
相談内容 認知症の症状・治療等
医療に関する相談など
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☎643197）

農振農用地区域からの
除外申請について

下水道排水設備工事
責任技術者更新講習のお知らせ
とき ７月29日（火）14時～16時
ところ 姫路市文化センター
対象者 平成21年度に、下水道排
水設備工事責任技術者更新講習を
修了した者又は下水道排水設備工
事責任技術者試験に合格した者
手数料 8,500円
申込方法 ５月12日（月）から下水
道課窓口で配布する申込書等を期
間内に下水道課にご提出ください。
※手数料は所定の振込用紙により
郵便局でお支払いください。
申込期間 ５月12日（月）～23日
（金）
（土・日曜日を除く）
※その他の地域の講習日時、会場
は下水道課にお問い合わせくだ
さい。
下水道課（☎64-3168）
▼

専門医師による
「もの忘れ相談」

はじめませんか !
グリーンカーテン

▼

▼

とき ５月30日（金）９時30分～15
時
ところ はつらつセンター１階相
談室
対象者 市内在住の知的障害のあ
る方又はその家族
相談員 知的障害者相談員
※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）

ください。
（予約優先）
商工観光課（☎64-3156）

▼

知的障害者相談

御津…079

☞ 消費生活 豆知識 Point
ブランドコピー商品の取引は違法です！
〜怪しいものに手を出さないで〜
模造品（ニセモノ）販売に関するトラブルが多発しています！代
金を支払った後、連絡が取れない、注文品と異なる粗悪品が届くな
どのトラブルが急増しています！！
ほとんどの場合、連絡手段がメールしかなく「解決不能」となっ
ています。
▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

小児慢性特定疾患医療受給者証
更新申請手続きについて

▼

現在、小児慢性特定疾患医療受
給者証をお持ちで、平成26年８月
１日以降も引き続き交付を希望さ
れる方は、更新申請が必要です。
本年度は、更新対象者の方に申
請書等を個別送付しますが、５月
上旬頃までに届かない場合は、龍
野健康福祉事務所にご連絡くださ
い。
受付期間 ５月１日（木）～７月31
日（木）９時～11時30分、13時～16
時30分
龍野健康福祉事務所（保健所）地
域保健課（☎63-5686）

あいあい塾
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、

▼

人権相談
とき ５月２日（金）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）

家庭不用品交換情報コーナー
※４月９日時点の登録品です
譲りたい品物
子ども用おまる、ボールプール（子
ども用遊具）、バドミントンラケッ
ト（２組）、五月人形（三段飾り）、
スタッドレスタイヤ（ホイール付、
アイ
三菱ｉ専用）、子ども用自転車（男
児用24インチ）
譲ってほしい品物
第一仏光保育園の制服・カバン・
帽子（サイズ不問）、テレジア幼稚
園の制服・体操服（男児用100㎝
～）、小宅小学校の体操服（150㎝
～）、まあや学園の制服（女児冬用

110㎝）、揖保川中学校の体操服（女
子用150cm、男子用サイズ不問）、
小宅小学校の制服・半ズボン（男
児用150～160㎝）、小宅小学校の
男児カッター、女児ブラウス（と
もに150㎝以上）、半田小学校の制
服・体操服（男児用110㎝）、ジュ
ニアシート、子ども用スキーセッ
ト一式（ブーツ20㎝～・板120㎝
～）、トラベルベスト、龍野体育
館 女児水着（Sサイズ～）、ベビー
用歩行器、マタニティ水着（S又
はMサイズ）
なお登録の際、現物の写真やイ
メージ図などがあると成立しやす
くなります（印刷したもの、デー
タのどちらでも可）。
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 ５月14日（水）14時30分～
ところ たつの市民病院大会議室
テーマ 「糖尿病治療に使われる
お薬について～飲み薬とインスリ
ン～」
講師 薬剤師 三輪 一郎
※事前申込は不要
たつの市民病院（☎322-1121）

初回のみ1000円必要）
とき ５月17日（土）15時～17時
ところ 揖保川公民館
演題 「いかなごくぎ煮を兵庫の
名産品に」
講師 白山 慶三 氏（㈱炭屋会長）
揖保川公民館（☎72-2412）

▼

生活習慣病教室

広報たつの４月号 7

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

▼

〈新宮〉
とき ５月８日（木）13時～15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈龍野〉
とき ５月13日（火）９時30分～11
時30分
ところ 市役所２階相談室
〈揖保川〉
とき ５月20日（火）13時～15時
ところ 揖保川総合支所１階相談
室
総務課（☎64-3142）

今月の市税

▼

軽自動車税 全期分
納期限 ４月30日（水）
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
ドによる口座振替の申込みがで
きます。詳細は税務課へ。
軽自動車税を口座振替される方へ
納税証明書は５月中旬に郵送し
ます。お手元に届くまでに必要な
方は、税務課及び各総合支所地域
振興課で申請してください。
税務課（☎64-3144）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
５月の展示

▼

公民館サークル（ちぎり絵虹・
市民大学陶芸）、名村正則（能面）、
香島幼稚園児の作品を展示します。
新宮公民館（☎75-0９22）

「ふれあい橋
ギャラリー」
５月の展示

▼

揖保の郷といぼがわ荘の利用者
の皆さんの作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

8 広報たつの４月号

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
５月の展示
じょうせん保育園５歳児の絵画
を展示します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

５月の行政相談

御津…079

図書館からのお知らせ
〈５月の催し〉

御津図書館（☎322-1007）
えほんのじかん
（０歳児～、保護者）
11日（日）
・18日（日）11時～11時20
分
『どうながのプレッツェル』ほか
読書会（一般）
13日（火）13時30分～15時30分
『死にゆく者からの言葉』
鈴木 秀子 著

龍野図書館（☎62-0469）
えほんのじかん
（１～３歳児・保護者）
10日（土）
・17日（土）
11時～11時20分
『おててがでたよ』
読書会（一般）
９日（金）10時～11時30分
『蜜柑』芥川 龍之介 著
こどもの本を読む会
８日（木）10時～11時30分
『宝島』スチーブンソン 著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
（２～４歳児、保護者）
12日（月）
・26日（月）11時～11時20
分
『わたしとあそんで』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
10日（土）
・17日（土）
・24日（土）・
31日（土）11時～11時30分
『そらいろのたね』ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん
（３～５歳児、保護者）
10日（土）
・17日（土）10時30分～10
時50分
『どろんこハリー』ほか
おはなしのじかん（小学生以上～）
10日（土）
・17日（土）11時～11時
30分
『ねずみじょうど』ほか
読書会（一般）
16日（金）10時～12時
課題本は４月の読書会で決定します

休日・夜間

５月 水道当番（緊急時）
＜揖保川地域＞
㈲長田設備工業 （☎72-2469）
＜御津地域＞
１日〜10日 増本商店
（☎322-0129）
11日〜20日 勝間設備㈱
昼間（☎322-2488）
夜間（☎322-1355）
21日〜31日 ㈲沼田水道工業所
（☎322-1251）

ご冥福をお祈りします
※３月16日～ 31日届出分で、掲載に
同意を得ている方々です。
（敬称略）
名
赤松

前

住

重子

殿たつ子

所

死亡日時 （年齢）

揖西町中垣内甲 ２/27（86）
誉田町広山

３/ ３ （72）

小松

俊導

龍野町宮脇

３/ ９ （77）

三木

康平

龍野町中村

３/14（85）

中村

新

揖西町北山

３/18（93）

井川美佐子

揖保川町黍田 ３/18（76）

村田かめを

新宮町新宮

３/23（103）

塩谷

御津町黒崎

３/26（89）

知子

