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室津海駅館　パネル展
～軍師官兵衛 ゆかりの地紀行～

　室津は、黒田官兵衛に関わる伝
承の土地です。その伝承を、大河
ドラマのストーリーとともに紹介
するパネル展を開催します。
とき　７月１日（火）～21日（月・
祝）９時30分～17時※月曜休館（祝
日は除く）
ところ　室津海駅館
入館料　無料（パネル展のみ）
　　　　200円（常設展示）
パネル内容　大河ドラマ「軍師官
兵衛」の撮影風景・撮影秘話、室
山城発掘調査時の写真など

▼社会教育課（☎64-3180）

イベント  
2014 ミスたつのレザーコス
チュームコンテストの市民
投票を開催

　上田安子服飾専門学校（大阪市）
の生徒によるデザイン画30点を展
示します。「買ってみたい、着てみ
たい」と思われる作品に投票して
ください。選ばれたデザイン画
は、衣装制作し、11月22日（土）、
23日（日）に開催の「たつの市皮革
まつり」のレザーファッション
ショーで披露します。
投票期間　７月14日（月）～８月６
日（水）
作品展示・投票場所　市役所・各
総合支所玄関ホール、市ホーム
ページ

▼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

「お母さん！だ～いすき」
とき  ��７月９日（水）10時～
ところ　新宮総合支所第１会議室
講師　石堂�美紀代�氏（東加古川
子育てプラザ顧問）

▼新宮子育てつどいの広場（☎７5-
2435）
「子どももママも幸せいっぱい！
子育て術」
とき����７月10日（木）10時～
ところ　はつらつセンター２階
講師　長谷中�りえ�氏（ハートフ
ルセッションコーチ）

▼龍野子育てつどいの広場（☎62-
９255）
「夏のお楽しみ会」
とき　７月14日（月）10時～
ところ　揖保川公民館ホール
内容　夜店遊び（要申込）

▼揖保川子育てつどいの広場（☎
７2-65７７）

　転入者と若者世代が市内に住宅を取得し３年以上居住される場合に、奨励金を交付する
制度が始まっています。マイホームの取得をお考えの方は、一度ご相談ください。

　市外からたつの市へ転入し、定住を目的として住
宅を取得された場合
対  象 者　�市外に１年以上居住され、転入される方
奨励金額　�50万円（１年目30万円、２・３年目各10万円）
申請時期　�転入した日から１年以内、かつ、住宅取

得日から６か月以内（建物所有権登記完
了後）

　市内に居住し、定住を目的として住宅を取得
された場合
対 象 者　�市内在住の40歳以下の夫婦等（夫婦

のどちらかが40歳以下であれば可）
奨励金額　30万円（１年目30万円）
申請時期　�住宅取得日から６か月以内（建物所

有権登記�完了後）

申請に必要なもの　〇世帯全員の住民票の写し　　　　○建物の登記簿謄本の写し
　　　　　　　　　���○工事請負・売買契約書の写し　　○定住誓約書
　　　　　　　　　　○住宅付近見取り図　　　　　　　○住宅の現況写真
　　　　　　　　　　○納税証明書�（※その他、状況に応じて必要な書類をお願いする場合があります。）
実　施　期　間　平成29年３月31日までの住宅取得に限ります。

　交付条件、対象住宅、手続きの流れ等、詳しくは担当課までお問い合わせください。

▼まち未来創造課（☎64-316７）



2 広報たつの６月号

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

　募　集  
夏季休暇障害児タイムケアの

ボランティアを募集

　夏季休暇中の障害児を一時的に
預かり、家族の介護負担の軽減を図
るための事業です。資格などは必
要ありませんが、身体障害や知的障
害にご理解のある方にお願いします。
とき　７月28日（月）～８月12日
（火）（予定）で都合の良い日
９時～15時　※土・日曜日は除く。
ところ　小宅小学校

申込期限　7月11日（金）

▼地域福祉課（☎64-3204）

「夏休みクラフト体験教室」
参加者を募集

とき　７月19日（土）、20日（日）
　　　午前：10時～11時30分
　　　午後：13時～14時30分
　　　４回のうちいずれか１回
ところ　観光売店さくら路
　　　　（龍野町下霞城69-1）
内容　組み石ころあーと
参加費　1,200円（材料費、ソフト
クリーム又はかき氷代金）
定員　各15人ずつ（先着順）
申込先　アトリエ・メッセ　大谷
（☎090-4031-9985）

旬の料理教室参加者を募集
（夏バテ解消料理）

とき　7月31日（木）９時30分～13時
ところ　揖保川保健センター�
募集人数　25名（要申込）
参加費　300円
持ち物　エプロン、三角巾、手ふき
※初回申込みの方を優先します
申込先　揖保川保健センター（☎
72-6336）

龍野図書館講座の募集
「ちりめん本の講座」

　ちりめん本の挿絵を使って行灯

を作ります。
とき　７月26日（土）10時～、�8月
２日（土）10時～のいずれか１日
ところ　龍野図書館２階研修室
講師　堂野�能伸�氏
対象　５才から大人まで（小学３
年生以下は保護者同伴）
定員　各20名（定員になり次第締
め切り）
持ち物　筆ペン（無ければサイン
ペン）、はさみ又はカッターナイ
フ、木工用ボンド、ペンチ
申込期間　７月１日（火）～
申込先　龍野図書館（☎62-0469）

１日図書館員を募集

　図書館の仕事を体験する「１日
図書館員」を募集します。
対象者　市内在住・在学の小学５
年生～高校３年生（既に体験され
た方はご遠慮ください）
実施日　御津図書館：7月24日
（木）・25日（金）
龍野図書館：７月30日（水）
揖保川図書館：８月７日（木）・８
日（金）
募集人数　各館１日２人
定員を超えた場合は抽選
申込期間　７月１日（火）～18日（金）
申込方法　各図書館窓口で申込み
（電話可）
申込先　龍野図書館（☎62-0469）、
揖保川図書館（☎72-7666）、御津
図書館（☎322-1007）

おりがみ教室
「作って遊ぶおりがみ！」

とき　７月26日（土）10時30分～12時
ところ　アクアホール３階研修室
対象　市内在住の５歳以上の児童
（未就学児は保護者同伴）
定員　20名
申込期間　７月１日（火）～（先着順）

▼揖保川図書館（☎７2-７666）

田んぼの学校参加者を募集

とき　７月20日（日）10時～14時
ところ　しもささ親水公園周辺
（新宮町下笹）

募 集 対 象：��平成６年４月２日～平成７
年４月１日に生まれ、実行
委員会で活動できる人

　　　　　　※�市内の小・中学校を卒
業された方であれば可。

募 集 人 数：20名程度
実行委員会：月１回程度（８月中旬から成人祝賀式当日まで）
申 込 方 法：�下記の内容を記入し、FAX又はメールでお申込みください。
　　　　　　①氏名　②郵便番号・住所　③生年月日　④電話番号
　　　　　　⑤出身小・中学校名
　　　　　　FAX：63-3883、�メール：shakaikyoiku@city.tatsuno.lg.jp
応 募 締 切：７月11日（金）　※申込み多数の場合は抽選

▼社会教育課（☎64-3180）

　平成27年１月12日（月・祝）に開催のたつの市成人祝賀式の企画
や当日の運営に携わっていただける新成人を募集します。

たつの市成人祝賀式実行委員の募集

「子育てに使うコーチング教室」
とき　７月16日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階
講師　山本�雅子�氏（一般社団法
人コーチングパートナー）

▼御津子育てつどいの広場（☎
322-2208）
７月の絵本の読み聞かせ
　各つどいの広場で行います。
新　宮：１日（火）10時30分～
揖保川：２日（水）11時～
御　津：15日（火）10時30分～
龍　野：24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　７月７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
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「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

★干物づくりと漁師料理体験①
とき　７月17日（木）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・針金ハンガー
参加費　1,500円程度
★地引網と漁師料理体験①
とき　７月20日（日）10時～13時
募集人数　15組【35名程度】（先着順）
持ち物　軍手・エプロン・三角
巾・手ふき・筆記用具　　　　
参加費　大人1,500円　小・中学
生800円　幼児300円程度
★魚のさばき方体験
とき　７月25日（金）10時～14時
募集人数　20人（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　８月１日（金）10時～14時
募集人数　20人（先着順）
持ち物　エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具　　　
参加費　800円程度
★干物づくりと漁師料理体験②
とき　８月７日（木）10時～13時
募集人数　20人（先着順）
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
★地引網と漁師料理体験②
とき　８月24日（日）10時～13時
募集人数　15組【35名程度】（先着順）
持ち物　軍手・エプロン・三角

巾・手ふき・筆記用具
参加費　大人1,500円　小・中学
生800円　幼児300円程度
※�全ての体験教室に関して、ご予
約のキャンセルは２日前まで。

◆体験学習室のご案内
　目の前に広がる瀬戸内の海や
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）

ビーバー・カブ・ボーイ
スカウト募集説明会

とき　７月26日（土）19時～20時30分
ところ　ヒガシマルかるちゃー
るーむ（龍野町大手２丁目42番地）
対象者・募集人数　各４～５名
（ビーバースカウト）幼稚園年長～
小学１年生、（カブスカウト）小学
２年生～小学４年生、（ボーイスカ
ウト）小学５年生～中学２年生
申込期限　７月20日（日）

▼日本ボーイスカウト龍野第１団
安井（☎63-2９03、0９0-3036-204７）

西播磨くすの木学級生
（相生教室）の募集

とき　８月17日（日）、９月28日
（日）、11月29日（土）
対象者　西播磨地域在住の聴覚・
言語障害者（義務教育修了年齢以上）
定員　30名（定員になり次第締め切り）
参加費　無料（材料費、弁当代等
は実費徴収します。）
内容　教養講座、健康講座�など
※�日程、学習内容については都合
により変更することがあります。

主催　西播磨くすの木学級相生教
室運営委員会、兵庫県教育委員会、
相生市教育委員会
申込・問い合わせ先　たつの市立
中央公民館（☎62-0959、FAX62-
9430）

海上保安学校学生、海上保安
大学校学生の募集

〈海上保安学校学生〉
資格　①平成26年４月１日現在、

高等学校（同等を含む）を卒業した
日の翌日から起算して５年を経過
していない方　②平成27年３月ま
でに高等学校（同等を含む）を卒業
する見込みの方
受付期間　インターネット：７月
22日（火）～31日（木）、郵送・持
参：７月22日（火）～25日（金）
第１次試験　９月28日（日）

〈海上保安大学校学生〉
資格　①平成26年４月１日現在、
高等学校（同等を含む）を卒業した
日の翌日から起算して２年を経過
していない方　②平成27年３月ま
でに高等学校（同等を含む）を卒業
する見込みの方
受付期間　インターネット：８月
28日（木）～９月８日（月）、郵送・
持参：８月28日（木）～９月１日（月）
第１次試験　11月１日（土）、２日（日）

▼ 姫路海上保安部管理課（☎0７９-
231-5063）

応募人数　250人（先着順）
参加費　300円（当日受付で徴収）
申込先　ささ水辺の生きものを守
る会（☎77-0177）

   お知らせ  
今夏の節電のお願い

　今夏の電力需給はひっ迫するこ
とが予想されるため、節電にご協
力をお願いします。
節電のお願い期間と時間
　７月１日（火）～９月30日（火）の
平日　９時～20時の間
※�８月13日（水）～８月15日（金）を除く
節電のポイント
①「減らす」 エアコンの温度設定
は28度を目安に。よしず、すだれ、
グリーンカーテンなどで日差しを
カットすればより効果的です。
②「ずらす」 使用時間を早朝又は
夜間へずらすことで昼間の電力使
用量のピークを抑えることができ
ます。
③「替える」 照明をLEDライトに
替えたり、買い替え時期の家電製
品は、省エネ基準を達成している
製品に替えることを検討してくだ
さい。

▼環境課（☎64-3150）



　はいかい高齢者等見守りＳ
ＯＳネットワークをご存じで
すか？

　認知症などで、はいかいの
おそれのある方の万が一に備
え、事前に本人の身体的特徴
や連絡先、写真などを登録し
ておく制度があります。詳細
は地域包括支援センター（高
年福祉課内☎64-3197）まで

頻発！認知症で行方不明
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専門医師による
「もの忘れ相談」

　「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、揖保川病院のも
の忘れ相談医が相談に応じます。
とき　７月30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　市内在住の方で、もの忘
れや認知症についての不安がある
方及びそのご家族
定員　１日３名（１人30分）※完全
予約制
相談対応者　もの忘れ専門医
相談内容　認知症の症状・治療等
医療に関する相談など
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）

くるみの会（若年性認知症
交流会）を開催します　　

　若くして認知症になった仲間や
ご家族の方同士、集いませんか？
秘密は厳守します。
とき　７月22日（火）13時30分～15時
ところ　はつらつセンター１階

身体障害者相談

とき　７月11日（金）10時～12時
ところ　神岡公民館和室、御津公
民館会議室
対象者　市内在住の身体障害のあ
る方又はそのご家族
相談員　身体障害者相談員
※�事前予約不要。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）

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、就職に向けた相談・活動支
援を行う個別相談会を開催します。
とき　７月23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（相談時間１人約50分）
申込方法　７月16日（水）までに電
話また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）

若者就業サポート相談会

　仕事についての悩みを抱える若
者やその保護者を対象に、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　７月16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
相談機関　ひめじ若者サポートス
テーション
定員　３組（相談時間１組約50分）
費用　無料
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）

出張年金相談を実施します

　相談は予約制です。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　８月21日（木）10時～15時
ところ　新宮総合支所しんぐう
ホール
相談員　姫路年金事務所職員
予約受付期間　７月22日（火）～８
月18日（月）（土・日は除く）８時30
分～17時

ボランティア室
対象者　若年性認知症のご本人、
ご家族の方、介護事業所スタッフ
等若年性認知症に関心のある方
内容　講義「若くして認知症になら
れた方々が利用できる様々な制度
について」、お茶を飲みながら同じ
世代の方々との交流もできます。
講師：作業療法士　中西�誠司�氏
（�介護老人保健施設　青い空の郷
人材育成部長・リハビリテー
ション部長）

費用　お茶代のみ実費負担
申込期限　講義に参加希望の方は
前日までにお申込みください。
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）

リサイクルデー奨励金
７月中に交付申請を

　ごみの減量化や資源の有効利用
などを目的として、再生資源集団
回収運動を実施する団体（事前に
登録が必要）に、奨励金を交付し
ます。７月中に申請してください。
対象期間　１月～６月実施分
品目　新聞、雑誌、段ボール、ア
ルミ缶、古布
奨励金　８円／キログラム
※�申請書の様式を変更していま
す。添付書類等について、ご不
明な点は、環境課にお問い合わ
せください。

▼環境課（☎64-3150）
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消費生活 豆知識 Point ワンクリック請求は無視・放置！
★ワンクリック請求とは
　パソコンや携帯電話で無料サイト（アダルトや占いなど）を閲覧して、年齢認証ボ
タンなどをクリックした途端「登録完了」などと表示し、高額な料金を請求されます。
　最近では、「登録」表示の後に「退会はこちら」の画面に誘導し、退会ボタンをクリッ
クした後に料金請求画面が表示されるケースもあります。

★契約は成立していません！支払う必要もありません
　確認メールや電話での連絡は一切しないでください。電子商取引に関する法律では、契約の確認画面を
設定する規定があります。意思確認画面が無ければ契約は成立しません。

▼たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

☞

都市計画審議会の
傍聴について

　平成26年度第１回たつの市都市
計画審議会が開催され、公開審議
となります。
とき　７月８日（火）14時～
ところ　市役所３階301会議室
審議事項
　黒崎地区土地利用計画（案）の認
定について
　黒崎地区特別指定区域（案）の申
出について
傍聴手続　傍聴希望者は、当日、
13時～13時30分に市役所３階第３
委員会室で受付してください。
定員　10名※定員超えは抽選。

▼都市計画課（☎64-3223）

「西播磨地域商工会合同
企業説明会」参加者募集

　西播磨地域の５商工会主催で、
地元就職、Ｕ・Ｉターンを目指す
若者を対象にした合同企業説明会
を開催します。
とき　７月22日（火）13時～16時30
分（受付16時まで）
ところ　国民宿舎志んぐ荘　５階
鶴亀の間（新宮町新宮1093）
対象　平成27年３月の大学・高校

等卒業予定者及び概ね39歳以下の
一般求職者
参加企業　西播磨地域に事業所を
もつ企業等約50社

▼たつの市商工会（☎７2-７550）

合同就職面接会の開催

とき　７月11日（金）13時15分～16
時（受付：12時45分～）
ところ　イーグレひめじ３階　あ
いめっせホール
対象者　概ね45歳未満の求職者
（平成27年３月卒業予定の学生等
は除く）
内容　西播磨地域の事業所と求職
者を一堂に集めた合同就職説明会
参加事業所等は兵庫労働局ホーム
ページに掲載（７月上旬）
http://hyogo-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/

▼ハローワーク姫路企画情報部門
（☎0７９-222-4７85）

国民宿舎臨時休荘のお知らせ

　安全衛生管理及び設備点検等の
ため、臨時休荘します。
志んぐ荘（☎７5-0401）
６月29日（日）15時～７月２日（水）
終日　入浴も不可。
新舞子荘（☎322-2231）
７月６日（日）15時～７月11日（金）
16時　入浴も不可。
赤とんぼ荘（☎62-1266）
７月８日（火）～７月10日（木）終日
※�電話による予約・問い合わせ等
の受付は行います。

幼少時の集団予防接種による
B 型肝炎被害者救済のための
無料相談及び説明会の開催

とき　７月12日（土）13時30分～15
時30分　※事前予約不要
ところ　赤とんぼ文化ホール
参加費　無料

▼全国B型肝炎訴訟大阪原告団・
弁護団（☎06-685７-3９00）

生活習慣病教室の開催

とき　７月９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　高脂血症と動脈硬化
講師　臨床検査技師　谷口�恵理
子�氏
形式　講義

▼たつの市民病院（☎322-1121）

人権相談

とき　７月９日（水）13時～15時
ところ　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

▼人権推進課（☎64-3151）

献血にご協力を

とき　７月10日（木）10時～11時30
分、12時45分～15時30分
ところ　新宮公民館
共催　たつの市商工会新宮支所

▼健康課（☎63-2112）

申込先　国保医療年金課（☎64-
3240）
※総合支所で予約の受付はしません。
※�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。



＜揖保川地域＞
　中元産業㈱　　 （☎72-2031）
＜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）

※５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）�

和田　　昇　御津町苅屋　５/10（96）
宮本みよ子　新宮町栗町　５/14（93）
菅原　政子　御津町苅屋　５/19（94）
仲本　　武　新宮町宮内　５/22（80）

　�名　前　　　住　所���　��死亡日時���（年齢）

6 広報たつの６月号

家庭不用品交換情報コーナー

※６月５日時点の登録品です
譲りたい品物　三面鏡
譲ってほしい品物　小宅小学校�
カッター（男児用、150㎝）・ブラウ
ス（女児用150cm）、ホームベーカ
リー、家庭菜園（野菜作り）の本、
半田小学校�体操服（男児用、女児
用いずれも110cm～）、子ども用自
転車（14インチ、男児用20インチ）、
まあや学園制服（女児冬用110㎝）
※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）

▼○本 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）

今月の市税

市・県民税（普通徴収分）
　全期・第１期分
納期限　６月30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）

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。（要予約、初
回のみ1,000円必要）
とき　７月19日（土）15時～17時
ところ　揖保川公民館
演題　「揖保川の鮎―鮎のつかみ
取り―天然鮎と養殖鮎の味の違
い」
講師　下村�恭史�氏（揖保川漁業
組合�あゆ赤ちゃんセンター場長）

▼揖保川公民館（☎７2-2412）

図書館からのお知らせ
〈７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）
12日（土）・19日（土）11時～11時20分
『いないいないばあ』
読書会（一般）11日（金）10時～11時30分
『対岸の彼女』角田�光代�著
こどもの本を読む会
10日（木）10時～11時30分

『アンの娘リラ』モンゴメリ�著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
７日（月）・20日（日）・28日（月）
11時～11時20分
『みずあび�どろあび�いいきもち』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
５日（土）・12日（土）・19日（土）�・
26日（土）11時～11時30分
「ヤギとオオカミ」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん（３～５歳児、保護者）
12日（土）・19日（土）10時30分～10
時50分�『そらいろのたね』ほか
おはなしのじかん（小学生以上～）
12日（土）・19日（土）11時～11時30分
「だいくとおにろく」ほか
読書会（一般）18日（金）10時～12時
『粗にして野だが卑ではない』
城山�三郎�著
御津図書館（☎322-1007）
えほんのじかん（０歳児～、保護者）
13日（日）・20日（日）11時～11時20分
『かばくん』ほか
読書会（一般）８日（火）13時30分～
15時30分
『女盛りは意地悪盛り』内館�牧子�著

７月の行政相談

〈龍野〉
とき　７月８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　７月10日（木）13時～15時
ところ　新宮総合支所ロビー

〈揖保川〉
とき　７月15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）

　ふれあいこみち
　（JR 播磨新宮駅舎）
　７月の展示

　公民館サークル（新公書道水
曜）、光陽会（水彩画）、新宮幼稚
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
　（JR 竜野駅跨線橋）
　７月の展示

　第一仏光保育園とまあや学園の
園児が自由に描いた作品を展示し
ます。

▼○揖 地域振興課（☎７2-2525）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　７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）

休日・夜間
水道当番（緊急時）

ご冥福をお祈りします

７月


