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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請が始まります

▼

５月末に、対象と思われる方に申請のご案内を送付します。
申請期間 平成26年６月２日（月）〜 12月１日（月）
申請先
児童福祉課臨時給付金担当（本庁玄関特設窓口）、各総合支所市民福祉課
児童福祉課臨時給付金担当（☎64-3169）

▼

現在、平成27年度の固定資産
税・都市計画税の課税の基礎とな
る家屋の評価額を決定するため新
築・増築分の家屋調査を行ってい
ます。
固定資産税・都市計画税は、１
月１日現在の所有者に対して課税
されますので、平成26年中に建物
を新築・増築又は取り壊しをされ
たときは、税務課資産税係までご
連絡ください。
税務課（☎64-3146）

イベント
国際理解ミニ講習会

▼

（「まちづくりの集い」を名称変更）

テーマ「市民自ら、ふるさと「たつの」の未来をつくる」
市と市民の皆さんとの懇談会を市内16会場で開催します。まちづ
くりへの意見や提言などをお聞かせください。市政やまちづくりの
参考にします。多数のご参加をお待ちしています。
広報秘書課（☎64-3211）
開催日時・会場

揖保川
御津

「くらしの記憶〜祭り〜」を
テーマに、ともに語り合う講座を

たつの夢・未来ミーティングを開催

龍野

「いひほ講座」を開催

能楽師を先生に、
「能」のお話

新宮

とき ６月７日（土）14時〜15時30分
ところ 産業振興センター１階会
議室
演題 「ベトナムと日本をつなぐ」
講師 ファン チ ミン スン氏（ベ
トナム出身）
定員 50名程度（先着順）
参加費 無料
申込方法 電話受付
国際交流協会事務局（広報秘書
課内☎64-3140）

能を体験してみよう
子どものためのワークショップ

▼

家屋調査にご協力を

を聞き、舞台の上で能の所作を体
験してみませんか。
とき ６月29日（日）11時〜
ところ アクアホール
対象 小学生以上高校生以下
募集人数 20名
参加料 無料
応募期限 ６月22日（日）
アクアホール（☎72-4688）

年４回開催します。
とき ６月21日（土）14時〜
ところ 揖保川公民館
参加費 200円
※事前申込は不要
いひほ学研究会（☎323-3171）

▼

政

▼

行

地区名
西栗栖
東栗栖
香 島
新 宮
越 部
龍 野
小 宅
揖 西
揖 保
誉 田
神 岡
半 田
神 部
河 内
御 津
室 津

開催日時
６月27日（金）19時〜
６月22日（日）19時〜
６月29日（日）19時〜
６月13日（金）19時〜
６月９日（月）19時〜
６月18日（水）19時〜
６月21日（土）13時30分〜
７月５日（土）13時30分〜
５月31日（土）９時30分〜
６月28日（土）13時30分〜
７月５日（土）９時30分〜
６月28日（土）19時〜
６月14日（土）19時〜
６月21日（土）19時〜
６月14日（土）13時30分〜
５月24日（土）19時〜

会場
西栗栖小学校 体育館
東栗栖小学校 体育館
香島コミュニティセンター 会議室
新宮公民館 ホール
越部コミュニティセンター 大ホール
中央公民館 ホール
小宅小学校 体育館
揖西東小学校 体育館
揖保小学校 体育館
誉田小学校 体育館
神岡小学校 体育館
揖保川総合支所 ふれあいホール
揖保川総合支所 ふれあいホール
河内小学校 体育館
御津公民館 ホール
室津センター 大集会場
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

若手皮革業者「松原ＹＬクラブ」
が、天然皮革素材を低価格で販売
します。
併せて、動物革細工教室も開催
し、手づくり作品が100円〜700円
程度で作れます。
とき ６月７日（土）〜９日（月）10
時〜16時（７日は革細工教室の開
催なし）
ところ ふれあいギャラリー下川
原（龍野町下川原商店街）

▼

商工観光課（☎64-3156）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

▼

▼

わくわく親子講座
「いま、親として」
とき ６月11日（水）10時〜
ところ 新宮総合支所第１会議室
講師 梅本 光子 氏（家庭児童相談員）
新宮子育てつどいの広場（☎752435）
「デジタルカメラの上手な使い方」
とき ６月18日（水）10時〜
ところ 御津総合支所２階
講師 大塚 裕 氏（オオツカ写楽）
御 津 子 育 て つ ど い の 広 場（ ☎
322-2208）
「子どもの心と言葉の発達」
とき ６月30日（月）10時〜
ところ はつらつセンター２階
講師 小林 道弘 氏（言語聴覚士）

▼

龍野子育てつどいの広場（☎629255）

わくわくひろば
「動く・こどもの館号」がやってくる
とき ６月13日（金）10時30分〜
ところ 揖保川公民館２階
内容 わらべうた・伝承あそびなど
揖保川子育てつどいの広場（☎
72-6577）
▼

「天然皮革素材の販売」と
「革細工教室」の開催

御津…079

６月の絵本の読み聞かせ
各つどいの広場で行います。
新 宮：３日（火）10時30分〜
揖保川：４日（水）11時〜
御 津：17日（火）10時30分〜
龍 野：18日（水）11時〜
子育て夢相談
専門家による子育て相談です。
とき ６月２日（月）10時〜12時
ところ 揖保川公民館２階
※予約制。各広場へ申込み

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
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002、66-0230）
とき ７月１日（火）
清掃ケア※
西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
とき ７月12日（土）
タクティールケア（背中や足を手
で包み込むように触れるケアの方法）

揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
とき ７月15日（火）
心のやすらぎ教室 「バルーン
アート体験」
※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。
御津在宅介護支援センター
（☎324-0767）
とき ７月18日（金）
キリンビアパーク神戸見学と
三田アウトレットでの買い物

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

広告

★日本の美味めぐり体験（鹿児島県）
とき ６月27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
★たつのの味シリーズ①そうめん
とき ７月５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
★干物づくりと漁師料理体験
とき ７月17日（木）10時〜13時
募集人数 25名（先着順）

△広告は市が自主財源の確保を目的に有料で掲載しています。この内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。
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夏休み期間中に子ども（小学１
年生から３年生）の世話をしてい
ただける臨時指導員を募集します。
条件 ○教諭免許又は保育士資格
をお持ちの方
○教諭免許又は保育士資格
取得を目指す学生
※期間中できるだけ継続して勤務
できる方
業務内容 放課後児童クラブでの
夏休み中の生活指導全般（指導員
の補助）
勤務日・時間 7月22日（火）〜８
月30日（土）８時〜18時の間で、必
要とする時間（８時間45分、うち
１時間休憩）、半日勤務も可。
休日 日曜日、８月14日（木）〜16
日（土）
賃金 時給1,015円（学生819円）
募集人数 20名程度
応募方法 市販の履歴書に、資格
を証明できる書類を添付して社会
教育課に提出してください。
学生の方は履歴書にその旨を記
載してください。
受付期間 ６月２日（月）〜13日
（金）17時まで
面接 ６月26日（木）10時〜
応募・問い合わせ先 社会教育課
（☎64-3180）

人権ポスター・作文・標語を募集
すべての市民の人権が尊重され
る、ふれあい・結びあいのまちづ
くりを目指し、人権に関するポス
ター、作文、標語を募集します。
資格 市内に在住、勤務する方

初心者バドミントン教室募集
初心者を対象に次のとおり教室
を開催します。
とき ６月７日（土）〜８月23日
（土）毎週土曜日※７月19日を除く
小学生：18時30分〜20時
一 般：20時〜21時20分
ところ 龍野体育館
対象者 小学生：４年生以上、一
般：中学生以上の初心者
参加料 小学生：2,000円、一般：
3,000円（スポーツ保険代含む）
募集人数 小学生・一般とも先着
20名（申込人数により変更あり）
持ち物 上履き、ラケット（お持
ちの方）
応募・問い合わせ先 たつのバド
ミントン協会 森本（☎65-1829）

揖保川浄化センター施設
見学会の募集
とき ８月２日（土）10時〜12時
ところ 揖保川浄化センター（姫
路市網干区興浜2093）
定員 50人（先着順）
参加費 無料
申込期間 ７月15日（火）〜25日（金）
応募・問い合わせ先 揖保川浄化
センター（☎079-274-2922）

遊休地をコスモスの花で
飾りませんか
市内の道路沿いの遊休地を花で
飾っていただける団体に、コスモ
スの種子を提供します。

配 布 種 子 コ ス モ ス（ 品 種 セ ン
セーション）
対象地 市内の国道・県道・市道
沿いの遊休地（平成24、25年度に実
施した場所は除く。）
募集対象 植栽及び維持管理を実
施することができる自治会、老人
会、婦人会等の団体
募集期間 ６月９日（月）〜20日
（金）※締切厳守
応募方法 本庁、各総合支所に設
置している募集案内に添付の申請
書に記入し、実施箇所の現状写真
と位置図を添えて申請してくださ
い。
※後日、実施報告書を提出してく
ださい（写真添付）。
応募・問い合わせ先 まち未来
新 地域振興課
創造課（☎64-3167）○
揖
（☎75-0251）○地域振興課（☎72御 地域振興課
2525）
（☎322-1001）
○

お知らせ
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、
初回のみ1,000円必要）
とき ６月14日（土）15時〜17時
ところ 揖保川公民館
演題 「淡口しょうゆってすごい」
講師 新居 早也佳（㈱ヒガシマル
醤油研究所）
揖保川公民館（☎72-2412）

▼

放課後児童クラブの夏休み
臨時指導員を募集

規定 ①ポスター：４つ切り画用
紙、着色具、文字の挿入は自由
②作文：400字詰原稿用紙３枚程
度 ③標語：様式は自由
表彰 優秀作品は、８月３日（日）
の「人権文化をすすめる市民運動」
中央大会で表彰します。
応募期限 ６月13日（金）
注意 ①未発表作品のみ②作品
に、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、年齢を明記
応募・問い合わせ先 人権教育推
進課（☎64-3182）

身体障害者相談
とき ６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。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）

▼

持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具・針金ハンガー
参加費 1,500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）
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御津…079

子どもたちの健やかな成長と
地域の健康づくりをサポート！

母子・健康推進委員さんを紹介します

母子・健康推進委員は、子どもたちの健やかな成長を見守り子育て支援をしています。また、市民総合健診の
受診の声かけをするなど子どもから大人への健康づくりのお手伝いをしています。お気軽に声をかけてください。
地域 地区
龍野

地域

保

宅

川

揖
西

御

揖

野

保
誉

津

田
神
岡
西栗栖
東栗栖

新

香
島
新

宮

宮
越
部

4 広報たつの５月号

担
当
地
区
北龍野、龍野新町、門の外・柳原、上川原、旭町、水神町、下川原
大手、福の神・立町、本町、川原町、上・中・下霞城、日山
日山河原
日山山下、日山住宅
島田、サンライフ龍野
上富永、富永３丁目
末政
片山小宅台、宮川町、中井、片山川向、中井奥垣内
片山
中村
本竜野、ロワイヤル本竜野、宮脇
堂本
日飼、富永 1・2 丁目
堂本
富永 3 丁目
中村、小宅北
大道
四箇
富永 4 丁目
清水新、清水、佐江、前地、芦原台
新宮、菖蒲谷
竹万、田井、構、小犬丸、龍子
北山、長尾、北沢、住吉、尾崎、小畑、竹原
土師、家畜改良センター
南山
中垣内、みどり野
小神、末広台
龍野地域全域
栄
山下、西構
松原
中臣
揖保上、揖保中、今市
東用、萩原、真砂、門前
広山、広山県営住宅
高駄、上沖、長真
誉
下沖、片吹、井上
福田、福田団地
内山、上福田
東觜崎
筒井、奥村、沢田 1・2
上横内、横内、北横内、西横内、入野、寄井
西鳥井、東鳥井、田中、東田中、追分、野部
小那田、本郷寺
大住寺、大源寺、大源寺住宅 2・3
牧、奥小屋
時重、鍛冶屋
栗町
二柏野、播磨光都 21、光都 2-3 会、4 期会、その他光都地区
角亀、上莇原、下莇原
千本、福栖
能地
善定
平野
大屋、芝田
香山
篠首
吉島
下笹
上笹 1 区・2 区・3 区
下野、宮内
北新町、元町、東町
西町、新宮新町、横町
新宮立町、砂子
浦町、井野原、曽我井
船渡、觜崎
北村、佐野
下野田、中野庄
馬立、市野保
段之上、仙正

揖

小

龍

氏 名
谷 知佐子
母里 育子
柴田 孝子
和田 文子
藤井美知子
小寺 慶子
小林 裕子
原田 明美
加藤五津子
尾崎 広美
三谷せつ子
德富みどり
山川
子
井戸真由美
久保田文保
西村 早苗
谷口登志子
長谷川幸子
狭間美幾子
井口 順子
谷口 知子
松本ふさ子
加瀬ゆり子
中塚美惠子
前田喜久子
松本千賀子
山田 伸子
橋本 梅子
北村 静子
坪田 敬子
山本美智子
佐用 和代
前田由美子
本田 富子
西田美代子
佐々木清美
黒田登志子
上田つや子
冨士原順子
秦 伊津子
石井加代子
森岡 浩美
杉本惠美子
津田 全乃
深田美智子
玉田美佐代
今江 知代
福本 由子
髙野 真澄
廣政 直子
山本
恩
池谷 明美
嶋津 弘子
藤田美智代
内海 佳子
岸本満知世
田中 博子
木南江都子
觀田 幸美
森本 淳子
谷郷 宣代
八木智恵子
芳野 玲子
村田 文子
北川 睦美
三宅 福子
尾藤 律子
福岡 直美
長谷川とみ子
上原 由美
家納たづ子

氏 名
曽谷
都
髙瀨 澄子
尾上 喜代
山下 明美
菊原 靖子
阿萬 光子
山名 香織
中川原智惠美
新見 愛子
瀬尾 明美
山口 啓子
松本妃都美
菅原実加子
堀本 祐子
孝橋 友子
圓尾まつ子
山本 純子
朝根 弘子
尾地 純子
森川志壽子
堺
達美
松田眞壽美
高瀨眞理子
竹田 妙子
塚本さと子
新井裕見子
宮永五十鈴
浜田ゆとり
中西 知子
植田 園美
堀
初枝
倉橋 久代
塩谷 紀子
勝間 恵子
宮本千恵子
肥塚 秀子
髙部
香
野間 結花
上岡眞紀子
森下 弘子
岡田真智子
小嶋 昭子
濵口ひとみ

担
当
地
区
半田、町屋
野田
新在家
ベルタウン
新在家南・ハイタウン・桧皮田
養久
本條、本條東雲台、朝日ヶ丘、春日丘
二塚、片島
青葉台、グリーンハイツ
正條
山津屋
竜野駅前
黍田
原、大門
ひばりケ丘
神戸山
神戸北山
馬場
金剛山、浦部、大久保
袋尻、上袋尻、市場
朝臣
加家
片
稲富
伊津
岩見港
東釜屋
西釜屋
黒崎
苅屋
御津新町
山王
中島
碇岩
栄町
室津 1 区
室津 2 区
室津 3 区
室津 4 区

おもな活動内容
★生後３か月までの赤ちゃんを持つ家庭に訪問

★乳幼児健診・母子健康教室等のお手伝い

★市民総合健診の勧奨

〜未成年者契約について〜

20歳未満の未成年者が契約をするときは
原則として法定代理人（保護者等）の同意が必要です。
※契約金額が小遣い範囲内の場合は保護者の同意は不要となります。

同意が無ければ
契約者本人か、法定代理人（保護者等）が契約を取り消すことが可能
です。

▼

☞ 消費生活 豆知識 Point

（日）９時〜17時（13日（金）のみ14
時〜17時）
消毒できる品 本・衣類・絵画・
木製品・彫刻など
※写真・青焼図面・ゴム製品は不可
消毒の効果 殺虫（資料の中に隠
れている虫、卵にも効果あり）
料金 無料
龍野歴史文化資料館（☎63-0907）

龍野歴史文化資料館
臨時休館のお知らせ

ただし…

全館燻蒸作業のため、次の期間、
臨時休館いたします。
臨時休館日 ６月10日（火）〜13日
（金）
龍野歴史文化資料館（☎63-0907）
▼

▼

業者に誘導されて年齢を偽った場合も取り消しは可能ですが、自ら
積極的に年齢を偽った場合などは取り消しが困難です。
結婚をしている場合も成人とみなされます。
たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

消火栓の使用について
消火訓練等で消火栓を使用する
場合は、事前に消火栓使用願を提
出し、何分使用したかを使用後に
報告してください。
消火栓の急激な操作は、水量水
圧の変動、赤水の発生等水道の安
定供給に支障をきたすおそれがあ
ります。
消火栓を閉めても水が止まらな
い場合は、もう一度少し開けてか
らゆっくり閉め直してください。
必要以上に強く締めると、消火栓

▼

生活習慣病教室
とき ６月11日（水）14時30分〜
ところ たつの市民病院２階大会
議室
テーマ 「糖尿病でもおいしく楽し
く食べたい〜賢い間食の選び方〜」
講師 栄養管理士 野中 美和 氏
体験・講義形式
たつの市民病院（☎322-1121）

お手持ちの文化財を消毒します
龍野歴史文化資料館では、収蔵
物や建物に付着している害虫を駆
除するため、ガスを使って全館を
消毒する燻蒸作業を実施します。
お手持ちの書画・骨董品等の文化
財も合わせて消毒することができ
ます。希望される方は資料館まで
ご持参ください。
受付期間 ６月５日（木）〜８日
（日）９時〜17時
返却期間 ６月13日（金）〜15日

家庭不用品交換情報コーナー
※５月２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）
女子衣料（95〜120㎝）、男子衣料
（90㎝）、畳のベッド、第一仏光保
育園帽子（Ｓサイズ）、マッサージ
チェア
譲ってほしい品物
揖保川中学校体操服（男子用サイ
ズ不問）、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）、
小宅小学校制服半ズボン（男児用
150〜160㎝）、小宅小学校カッター
（男児用150㎝）、ブラウス（女児用
150㎝）、半田小学校男児制服上下、
体操服（110㎝）、半田小学校体操
服上下（男子用・女子用110㎝）、
家庭菜園（野菜作り）の本、ヘル
メット（オートバイ用）、ホーム
ベーカリー、こいのぼり（庭用）、
14インチ自転車
※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）
○
▼

▼

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 ６月25日（水）13時30分〜16
時30分（受付13時〜）
ところ 新宮総合支所相談室
相談機関 ハローワーク龍野
定員 ３名（１人約50分）
申込方法 ６月18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）

の破損原因となります。
届出先
○水道事業所（☎64-3173）
龍野地区・新宮地区（光都を除
く）
・揖保川地区（半田の一部）
○西播磨水道企業団
（☎0791-22-8302）
揖 保 川 地 区（ 半 田 の 一 部 を 除
く）
・御津地区

▼

障害者就労相談会
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とき ６月５日（木）９時30分〜11時
ところ 揖保川総合支所
共催 たつの市商工会揖保川支所
健康課（☎63-2112）

とき ６月２日（月）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）

６月の行政相談

▼

公民館サークル（竹とんぼ、実
用書道、パソコングループ）、母
里日富（日本画）、香島小学校児童
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」
６月の展示
揖保川町半田・神部コミュニ
ティセンター利用者の作品を展示
します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
６月の展示
じょうせん保育園４歳児の絵画
を展示します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

〈龍野〉
とき ６月10日（火）９時30分〜11
時30分
ところ 市役所２階相談室
〈新宮〉
とき ６月12日（木）13時〜15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき ６月17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 ６月18日（水）13時〜15時
ところ 御津総合支所２階相談室
総務課（☎64-3142）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
６月の展示

今月の市税

▼

固定資産税・都市計画税
全期・第１期分
納期限 ６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
ドによる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）
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９日（月）
・23日（月）11時〜11時20
分 『ちいさなねこ』ほか
おはなしのじかん（５歳児〜）
７日（土）
・14日（土）
・21日（土）
・
28日（土）11時〜11時20分『げんき
なマドレーヌ』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『サリーのこけももつみ』
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『こすずめのぼうけん』ほか
読書会（一般）
20日（金）10時〜12時『おくのほそ
道（100分de名著）』

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（日）11時〜11時20
分『ゆかいなかえる』ほか
読書会（一般）
10日（火）13時30分〜15時30分
『蜩ノ記』葉室 麟 著

▼

▼

市民サービス向上と事務処理効
率化のため、次のとおり事務委託
しました。
委託事務 下水道等使用料の徴収
事務（揖保川町の一部、御津町）
委託期間 平成26年４月１日〜平
成27年３月31日
委託先 西播磨水道企業団
下水道課（☎64-3168）

▼

徴収事務を委託

▼

人権相談

▼

献血にご協力を

図書館からのお知らせ
〈６月の催し〉

龍野図書館（☎62-0469）
えほんのじかん（１〜３歳児・保護者）
14日（土）
・21日（土）11時〜11時20
分 『バルンくんとともだち』
読書会（一般）
13日（金）10時〜11時30分
『兼好さんの遺言』清川 妙 著
こどもの本を読む会
12日（木）10時〜11時30分
『思い出のマーニー』ジョーン・
ロビンソン 著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん（２〜４歳児、保護者）

休日・夜間

６月 水道当番（緊急時）
＜揖保川地域＞
㈲中元設備工業（☎72-3415）
＜御津地域＞
１日〜10日 ㈱大西商店
（☎324-0047）
11日〜20日 ㈱ダイワ
（☎079-272-5341）
21日〜30日 ミツバ商事㈱
昼間（☎322-1245）
夜間（☎322-2485）

ご冥福をお祈りします
※４月16日〜 30日届出分で、掲載に
同意を得ている方々です。
（敬称略）
名

前

住

所

死亡日時 （年齢）

岩井

顯男

揖保川町片島 ４/15（85）

国本

笑子

揖保川町神部北山

４/16（82）

田中マサノ 新宮町鍛冶屋 ４/17（92）
土井

豊子

吉村三千子

揖保川町半田 ４/23（86）
御津町室津

４/23（77）

