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平成26年４月からの
消費税率引き上げによる負担を緩和するための制度です。

・申請期限を過ぎた場合は、給付金を支給することができません
ので、申請漏れのないようご注意ください。
（当日消印有効）
給付金の申請先

児童福祉課臨時給付金担当・各総合支所市民福祉課
▼

▼

「人権を考える市民の集い」
【新宮会場】
とき 12月６日（土）13時30分〜

▲

とき 12月６日（土）、７日（日）
９時〜16時30分（７日は15時30分
まで）
ところ 小宅公民館
内容
６日：作品展、かるた取り大会、
囲碁大会
７日：作品展、演芸発表、バザー、
ちびっ子コーナー、餅つき実演販
売、小宅婦人会花グループの葉牡
丹販売、コミセン小宅による野菜
テント村、綿菓子等の販売など
※駐車場が少ないため自転車又は
徒歩でお越しください。
小宅公民館（☎63-1436）

▲

第 34 回
小宅公民館まつりを開催

ところ 新宮公民館
内容 講演「私の歩んだ道〜見え
ないから見えたもの〜」
（ 講師：
岡山盲学校非常勤講師 竹内 昌彦
氏）、
「新宮フラウエン・コール」に
よるコーラスなど
【御津会場】
とき 平成27年１月18日（日）13時
30分〜
ところ 御津文化センター
内容 講演「人間とは」
（ 講師：西
願寺住職 佐々木 大観 氏）、人権
作文の表彰と朗読など
【揖保川会場】
とき 平成27年２月７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、講演「今を生き
る 〜ぼくの顔のあざは、大事な
宝物〜」
（講師：医学博士 藤井 輝
明 氏）、ライフデザインいぼがわ
による人権啓発劇など
人権教育推進課（☎64-3182）

わくわく親子講座
「もちつき大会」
とき 12月３日（水）10時〜
ところ 新宮総合支所芝生広場
＊実費徴収
新宮子育てつどいの広場
（☎75-2435）
「やさしく、かしこく、たくましく」
とき 12月３日（水）10時〜
ところ 揖保川公民館
講師 川崎 明彦 氏（西はりま医
療専門学校 講師）
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「食べるって楽しいね」
とき 12月15日（月）10時〜
ところ はつらつセンター２階
講師 健康課栄養士
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「ママの笑顔はビタミン剤」
とき 12月17日（水）10時〜
ところ 御津総合支所２階
講師 梅本 光子 氏（家庭児童相
談員）
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：２日（火）10時30分〜
御 津：16日（火）10時30分〜
揖保川：24日（水）11時〜
龍 野：25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 12月１日（月）10時〜12時
ところ 揖保川公民館
※予約制。各広場へ申込み

▼

イベント

臨時給付金担当（☎64-3169）

No.220

▲

児童福祉課

2014.11.25

▲

申請は12月１日（月）まで！
お忘れないか確認を！

月

子育てつどいの広場
イベント情報

臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

御津…079

集

参加対象 介護している方、介護
に関心のある方

子育てつどいの広場
クリスマス会参加者を募集

ジュネスしんぐ在宅介護支援
センター（☎75-5228）
とき 平成27年１月17日（土）
14時〜15時
「リハビリ教室」

とき 12月14日（日）10時〜12時
ところ 新宮公民館
対象者 乳幼児とその親
内容 親と子の手作りクリスマス会
定員 130名（子どもの人数・先着順）
参加費 子ども１人につき300円
申込期限 12月５日（金）まで
申込方法 各子育てつどいの広場
へ申込書を持参（電話申込可）
申込先 子育てつどいの広場（☎
新宮75-2435、龍野62-9255、揖保
川72-6577、御津322-2208）

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

▼

雇用期間 平成27年２月12日（木）
〜３月25日（水）８時30分〜17時15
分のうち８時間
業 務 内 容 公 園 業 務 補 助（ 入 園
料・駐車料金徴収、駐車場整理、
園内の説明案内 他）
賃金 時給780円
応募資格 高校生以上で週４日以
上勤務できる方
募集人員 ６人〜９人
応募方法 履歴書（顔写真貼付）を
１通提出してください。
応募締切 平成27年１月９日（金）
※後日、面接を実施します。
（日程
は別途連絡）
御 地域振興課
（☎322-1004）
○

「楽・得 介護塾」参加者を募集

広告

参加希望の方は、下記のセン
ターへお申込みください。
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第 13 回「町ぢゅう美術館」
参加者を募集
江戸時代の町割りが色濃く残
り、いたるところで歴史や文化の
香りが漂う龍野で、旧城下町の風
情を美術館に見立てた「町ぢゅう
美術館」が開催されます。
市内外、個人、グループを問わ
ず、どなたでも参加できます。
開催時期 平成27年２月６日（金）
〜８日（日）
ところ 龍野地区（歴史的景観形
成地区）全域
参加条件 美術工芸品の展覧会や
音楽コンサート等、芸術を楽しむ
もの。
（飲食の提供や販売だけを目
的としたものは禁止）
参加料 無料（ただし、会場の使
用料金は会場の貸主と相談）
申込方法 下記の問い合わせ先ま
で連絡し、申込用紙を取り寄せて
ください。
申込期限 12月５日（金）必着
龍野北高校デザイン科（☎752900）

▼

募

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集
★ヘルシー＆ダイエット料理体験
とき 平成27年１月９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
★パン粘土体験
とき 平成27年１月15日（木）10時
〜12時
募集人数 15名（先着順）
持ち物 持ち帰り容器（20cm×
20cm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弾冬の漁師料理体験
とき 平成27年１月22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27年１月30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
※全ての体験教室に関して、ご予
約のキャンセルは２日前まで受
付します。
◆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
利用できます。
申込先 道の駅みつ体験学習室
（☎322-8020）

『第６期高齢者福祉計画及び
介護保険事業計画』について
意見を募集します
市では「第６期高齢者福祉計画

※農地の借受けには予め借受希望
申込みが必要です。
募集期間 12月５日（金）〜平成27
年１月５日（月）
（当日消印有効）
応募方法 「農用地等借受希望申
込書」に必要事項を記入し、右記
までお申込みください。
申込書は、兵庫みどり公社ホー
ムページ（http://www.foresthyogo.jp）からダウンロードでき
ます。

雇用期間 平成27年２月２日（月）
〜３月31日（火）
（土・日・祝日を除
く）９時〜17時（うち休憩１時間）
就業場所 龍野税務署
賃金等 時給810円、交通費あり
（面接時に詳細を説明）
定員 20名
業務内容 パソコンの入力補助、
書類整理及び来客対応
その他 パソコン操作が可能な方
を優先採用。定員になり次第締
切。詳細はお問い合わせください。
龍野税務署総務課（☎62-0281）

▼

龍野税務署 平成26年度
確定申告期非常勤職員を募集

ずれかに在籍②生後６か月〜小学
校３年生
※①②のすべてに該当する児童等
実施施設 認定こども園まあや学
園（揖保川町二塚385番地１）
定員 １日３人以内
利用日時 月〜金曜日の８時30分
〜17時
※土・日・祝日、12月29日〜１月
３日を除く。
利用料 日額2,000円（減免措置あ
り）別途食事代等が必要
児童福祉課（☎64-3222）、認定
こども園まあや学園（☎72-4630）

「セアカゴケグモ」にご注意を
外来種の有毒グモ「セアカゴケ
グモ」が市内で見つかりました。
雌には毒があり、かむことがあ
るため、素手で捕まえたり、触っ
たりしないでください。発見した
場合は、周囲にも潜んでいる可能
性があるため、注意してください。

お知らせ
病後児保育を実施
〜病気の回復期にあるお子様
を預かります〜
病気の回復期で保育所等に通え
ず、保護者が仕事のために家庭で
養育できない児童等を一時的にお
預かりします。
（医師の診断が必要）
対象者 ①市内在住で保育所、幼
稚園、認定こども園、小学校のい

特徴 雌の体長は10〜14mm。全
体が光沢のある黒色で、目立った
赤色の模様あり。
駆除方法 家庭用殺虫剤を使用す
る、熱湯をかける、靴で踏みつぶ
すなど
環境課（☎64-3150）

▼

農地中間管理事業による
農地の借受希望者を募集

申込方法 持参の場合：光都農
地管理事務所（赤穂郡上郡町光都
2-25 西播磨県民局光都農林振興
事務所内）
郵送の場合：兵庫みどり公社まで
申込・問い合わせ先 公益社団法
人兵庫みどり公社 農地活性化
部農地管理課（〒650-0011 神戸
市中央区下山手通5丁目7-18（ 兵
庫県下山手分室）、☎（078）3618114、FAX（078）361-8128）

▼

▼

及び介護保険事業計画」
（平成27年
度から平成29年度まで）の策定を
進めています。この度、素案を作
成しましたので意見を募集します。
素案の公表 市ホームページ、高
年福祉課、各総合支所市民福祉課
で閲覧できます。
提出期間 12月１日（月）〜26日
（金）
提出資格
・市内在住、在勤、在学の方
・市内に事業所を有する個人、法人
・本市に納税義務のある個人、法人
・本計画に利害関係のある個人、
法人、その他団体
提出方法
市ホームページに掲載している
意見書又は閲覧場所に設置してい
る意見書に必要事項をご記入の上、
持参・郵送
（当日消印有効）
・ファク
シミリ・電子メールにて提出して
ください。
新市
高年福祉課（☎64-3155）、 ○
揖
民福祉課（☎75-0253）、 ○市民福
御 市民福祉課
祉課（☎72-2523）、 ○
（☎322-1451）
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平成 27 年度

小学校に就学されるお子さんの健康診断を実施します。

地域、小学校区

実施場所

龍野小・誉田小・
揖保小学校区
龍野地域

新宮地域

小宅小学校区

はつらつセンター

揖西東小・揖西西小・
神岡小学校区
西栗栖小・
東栗栖小学校区

新宮公民館

香島小・新宮小・
越部小学校区

実施日

受付開始時刻

開始時刻

平成27年
１月29日(木)

13時

13時30分

12月11日(木)

13時

13時30分

12月16日(火)

13時

13時30分

13時

13時30分

13時30分

14時

12月18日(木)

揖保川地域

揖保川
文化センター

平成27年
１月21日(水)

13時

13時30分

御津地域

御津公民館

平成27年
１月28日(水)

13時

13時30分

▼

学校教育課（☎64-3179）

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、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17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 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）

とき 12月10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 年末年始を上手に過ごそ
う！〜正月、宴会で血糖が上がら
ないコツ〜
講師 管理栄養士 八瀬 明美 氏
形式 講義形式
※予約不要
たつの市民病院（☎322-1121）

身体障害者相談

▼

とき 12月12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
相談員 身体障害者相談員
対象者 市内在住の身体障害のあ
る方又はそのご家族
※事前予約は必要ありません。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）
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▼

生活習慣病教室の開催

▼

若者就業サポート相談会

たつの市農業委員会
委員選挙
任期満了に伴う市農業委員会の
選挙による委員の一般選挙を実施
します。
農業委員会委員選挙は市内で選
挙区制を導入していますのでご注
意ください。
選挙による委員の定数
・第１選挙区（新宮町）７人
・第２選挙区（龍野町、揖西町、
揖保町、誉田町、神岡町）11人
・第３選挙区（揖保川町）４人
・第４選挙区（御津町）３人
告示日 12月７日（日）
（ 立候補受
付時間：８時30分〜17時）
投票日 12月14日（日）
（ 投票時

間：７時〜18時）
投票ができる人
市農業委員会委員選挙人名簿に
登録されている方（次の要件が必
要です。）
①市内に住所を有する方
②平成26年３月31日現在で満20歳
以上の方
③10アール以上の農地を耕作して
いる方及び同居の親族・配偶者
又は農業生産法人の組合員、社
員等である方で、耕作従事日数
が年間60日以上の方
選挙のお知らせ券
市農業委員会委員選挙人名簿に
登録されている選挙人の世帯毎
に、告示日後、速やかに封書にて
郵送します。
なお、告示日に立候補者数が定
数を超えない場合は、投票を行い
ませんので選挙のお知らせ券は送
付しません。
投票所 「選挙のお知らせ券」の投
票所欄をご確認ください。
なお、通常の選挙と異なり市内
26箇所となっていますので、ご注
意ください。
期日前投票
当日、仕事やレジャーなどによ
り投票所に行って投票することが

☞ 消費生活 豆知識 Point

画面の削除方法は
IPA（情報処理推進機構）の
ホームページを参考に

無料動画を見ていたら「…はこっち」との
書き込みが。
興味をそそられボタンをクリック…
××歳以上は
こちら■

あな

たは
請求 大丈夫 ?
消え 画面が ?
ない
よ〜

有料サイトを利用するつもりが無かったなら、連絡
せずに無視!!

何…

これ

アイドルの写真かな？
見てみよう〜

３日以内に
支払いを！

安易に「はい」「YES」「入場する」
「ENTER」などをクリックしない！
あわてて連絡すると個人情報を知られてしまいます。

▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

▼

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 12月20日（土）15時〜17時
ところ 揖保川公民館
演題 「農業生産への農薬のかか
わりについて」
講師 山下 賢次 氏（クミアイ化
学龍野工場長）
揖保川公民館（☎72-2412）

個人事業税のお知らせ

揖保川スポーツセンター
臨時休館のお知らせ

▼

個人事業税は、所得税、住民税
とは別に、個人で事業を行う方に
かかる税です。
第２期分の納期限は、12月１日
（月）です。最寄りの金融機関で納
めましょう。
納税には便利な口座振替をご利
用ください。
龍野県税事務所課税第一課個人
事業税担当（☎63-5670）

○ベビーカー
○子ども用自転車（24インチ男児
用）
○ま あ や 学 園 制 服（ 女 児 冬 用
110cm）
○小宅小学校 男児半ズボン、女
児スカート、体操服（いずれも
145cm〜）
○揖保川中学校 体操服上下（Ｌサ
イズ）
○老人用手押車
○精米機
※なお、登録の際、現物の写真や
イメージ図などがあると交換が
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）

▼

あいあい塾

家庭不用品交換情報コーナー
※11月４日時点の登録品です。
「譲ってほしい品物」
○チャイルドシート

床修繕のため、全館を臨時休館
します。
休館期間 12月１日（月）〜12月27
日（土）
揖保川スポーツセンター（☎725567）

▼

▼

できないと見込まれる方は、期日
前投票ができます。
期間 12月８日（月）〜12月13日（土）
受付時間 ８時30分〜20時
受付場所
①第１選挙区：新宮総合支所しん
ぐうホール（新宮町宮内）
②第２選挙区：市役所分庁舎ホー
ル（龍野町富永）
③第３選挙区：揖保川総合支所１
階ロビー（揖保川町正條）
④第４選挙区：御津総合支所東側
書庫（御津町釜屋）
※該当する選挙区の期日前投票所
でしか期日前投票をすることが
できませんのでご注意ください。
持参するもの 「選挙のお知らせ券」
※運転免許証など本人確認ができ
るものの呈示を求めることがあ
ります。
※期日前投票をしようとする日ま
でに「選挙のお知らせ券」が届か
ない場合でも投票できます。
開票
とき 12月14日（日）19時30分〜
ところ 市役所分庁舎ホール（龍
野町富永）
選挙管理委員会事務局（☎643183）
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人権相談

▼

とき 12月４日（木）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）

今月の市税

▼

国民健康保険税（普通徴収分）
第５期分
納期限 12月１日（月）
納付場所 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。詳細は税務課へお問い
合わせください。
税務課（☎64-3144）

12 月の行政相談
〈龍野〉
とき 12月９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 12月11日（木）13時〜15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき 12月16日（火）13時〜15時
ところ 揖保川総合支所１階
〈御津〉
とき 12月17日（水）13時〜15時
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▼

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
12 月の展示

▼

公民館サークル（絵手紙、写真）、
光陽会（水彩画）、播磨高原東中学
校生徒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）
12 月の展示
揖保川中学校生徒が授業や美術
部活動で製作した作品と、半田小
学校児童の作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

▼

▼

とき 12月４日（木）９時30分〜16
時（11時30分〜12時45分を除く)
※赤とんぼ広場は10時〜
ところ 市役所玄関ホール、赤と
んぼ広場
※400mlのみ
主催 龍野ライオンズクラブ
健康課（☎63-2112）

ところ 御津総合支所第２会議室
総務課（☎64-3142）

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
12 月の展示
苅屋保育所４歳児の絵画を展示
します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

献血にご協力を

27日（土）10時15分〜10時45分
「ありこのおつかい」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん（３〜５歳児、保
護者）
13日（土）
・20日（土）
10時30分〜10時50分
『ゆうびんやのくまさん』ほか
おはなしのじかん（小学生以上〜）
13日（土）
・20日（土）
11時〜11時30分
「セシのポサダの日」ほか
読書会（一般）
19日（金）10時〜12時
『恋しぐれ』葉室 麟 著

御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児〜、保護
者）
14日（日）
・21日（日）
11時〜11時20分
『せきたんやのくまさん』ほか
読書会（一般）
９日（火）13時30分〜15時30分
『ケータイを持ったサル』
正高 信男 著

図書館からのお知らせ
〈12 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）
13日（土）
・20日（土）
11時〜11時20分
『もりのてぶくろ』
読書会（一般）
12日（金）10時〜11時30分
『おひとりさまの愉しみ』
木岡 悦子 著
こどもの本を読む会
11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
8日（月）
・22日（月）
11時〜11時20分
『クリスマスのふしぎなはこ』ほか
おはなしのじかん（５歳児〜）
６日（土）
・13日（土）
・20日（土）・

休日・夜間

12 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〜31日 ミツバ商事㈱
昼間（☎322-1245）
夜間（☎322-2485）

ご冥福をお祈りします
※10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
赤木

前

住

所

死亡月日 （年齢）

昭夫

神岡町沢田

10/12（85）

原田もとゑ

御津町黒崎

10/13（77）

橋本

新宮町新宮

10/22（80）

清司

