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インターネット公売のお知らせ

▼

市の財政運営の基盤である市税収入の確保と税の公平性を期するため、市が差し押えた財産を次のと
おり公売します。
【下見会】
参加申込期間 平成27年１月７日
（水）
13時～１月23日
（金）
23時
公売物件を実際にご覧いただく
公売（入札）期間 平成27年１月30日（金）13時～２月１日（日） 機会として、下見会を開催します。
23時
落札された物件は、返品交換など
公売方法 インターネットを利用したせり売り方式
が一切できませんので、下見会で
物件をよく見て参加してください。
代金納付期日 平成27年２月９日（月）14時30分
※事前予約は不要
公売物件 貴金属・絵画・花瓶など14点
と き 平成27年１月14日（水）
※参加方法や公売物件など詳細は、市ホームページをご覧くださ
10時～15時30分
い。
（平成27年１月７日掲載予定）
ところ 市役所分庁舎ホール
税務課（☎64-3214）

兵庫県の特定（産業別）
最低賃金が改正

▼

繊維工業などの特定の産業につ
いて設定されている最低賃金が、
12月１日に改正されました。
対象業種、時間額など、詳し
くは兵庫労働局のホームページ
（http://hyogo-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp）をご覧になる
か、下記へお問い合わせください。
兵庫労働局労働基準部賃金課
（☎07８-367-９154）

イベント
御津自然観察公園で
初日の出を見ませんか
御津自然観察公園（世界の梅公
園）で、瀬戸内海から昇る初日の
出を見て新年の幕開けを迎えてい
ただくため、元日、公園を無料開
放します。
とき 平成27年１月１日（木・祝）
６時～８時（雨天中止）

▼

政

新春「お餅つき」を開催
恒例の「お餅つき」を霞城会の皆
さんのご協力により行います。お
餅の無料配布（あんこ・きなこ外）
もあります。
とき 平成27年１月１日（木・祝）
６時～（無くなり次第終了）
ところ 赤とんぼ荘駐車場
※３階「鳳の間」、４階屋上を開放
します。初日の出を見ながらお
餅を食べることもできます。
赤とんぼ荘（☎62-1266）

▼

行

ところ 御津自然観察公園のぼり
岩・冒険の森付近
御 地域振興課
（☎322-1004）
○

新宮図書館の催し
申込先

新宮図書館（☎75-3332）

迎春企画『凧・美人画の世界』
明治から昭和にかけて活躍した
日本画家たちの描いた美人画を模
写し、制作した和凧約20点を展示
します。また、たたみ１畳ほどあ
る大凧などの凧あげの実演や体験
会を開催します。

たかくさ

作者 高 艸 仁 氏（日本凧の会会
員・たつの市在住）
【展示】
とき 平成27年１月５日（月）～２
月２日（月）※但し１月12日（月・
祝）、30日（金）、火曜日は休館
ところ 新宮図書館
【凧あげ会】
とき 平成27年２月１日（日）13
時30分～15時30分
集合場所 新宮図書館
定員 20名（先着順）
第６回ＳＰレコードコンサート
よみがえ
「 甦 る あの時代 この名曲」
蓄音機の銘機「クレデンザ」、
「Ｈ
ＭＶ194」によるＳＰレコードコン
サートを開催します。
とき 平成27年１月18日（日）13時
30分～15時30分
ところ 新宮図書館
曲目 「パリのアメリカ人」
「枯葉」
「スターダスト」など
選曲・お話 福島 繁博 氏（たつ
の市在住）
対象 中学生以上
定員 50人（先着順）
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

▼

サタデーナイト
ロビーコンサート vol.51

▲

▼

▲

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 平成27年１月10日（土）18時
30分～
ところ 赤とんぼ文化ホール・中
ホールロビー
入場料 無料
出 演 バ ン ド パンチアウト・ス
チール・オーケストラ
（インストル
メンタル）
、クレッシェンド
（合唱）
赤 と ん ぼ 文 化 ホ ー ル（ ☎ 6 3 1８８８）

わくわく親子講座
「お母さん、その姿勢で大丈夫？」
とき 平成27年１月７日（水）10時～
ところ 新宮総合支所第１会議室
講師 尾崎 きぬゑ 氏（元姫路市
立谷外小学校長）
※終了後、七草粥を食べます。
新宮子育てつどいの広場
（☎75-2435）
「ハンドオイルマッサージ」
とき 平成27年１月13日（火）10時～
ところ 揖保川公民館２階
講師 八木 知春 氏（ボランティ
アグループカモン）
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「絵本のたのしさと読み聞かせ」
とき 平成27年１月14日（水）10時～
ところはつらつセンター２階
講師 市図書館司書
龍野子育てつどいの広場
（☎62-９255）
「子どもとともに育つ」
とき 平成27年１月21日（水）10時～
ところ 御津総合支所２階
講師 大林 敬正 氏（たつの市教
育委員・浄運寺住職）
▲

懐かしの昭和の風景
―渡部美智子の人形展―
昭和の子どもの遊びや農作業の
様子を表した人形作品を展示しま
す。紙芝居に集まる子どもや一家
だんらんの懐かしい光景が楽しめ
ます。
とき 平成27年１月７日（水）～２
月３日（火）
ところ 揖保川図書館
揖保川図書館（☎72-7666）

子育てつどいの広場
イベント情報

第57回龍野菊花展入賞者決定！
恒例の菊花展の審査会が行われ、
入賞作品が次のとおり決定し、表彰
式を行いました。

▼

入賞者（敬称略）
【大菊の部】 ◇兵庫県知事賞 林文子
 ◇光都農林振興事務所長賞 春名寛治
【総合花壇の部】 ◇たつの市長賞 春名寛治
【ドームの部】 ◇龍野農業改良普及センター所長賞 春名照美
【福助･ダルマの部】 ◇たつの市議会議長賞 春名寛治
◇霞城文化自然保勝会長賞 林文子
【盆栽の部】 ◇（公社）ひょうごツーリズム協会理事長賞 矢本剛

◇龍野商工会議所会頭賞 赤松行三
【初出展の部】◇たつの市観光協会長賞 辻利美
商工観光課（☎64-3156）
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御津子育てつどいの広場
（☎322-220８）
１月の絵本の読み聞かせ
各つどいの広場で行います。
新 宮：13日（火）10時30分～
揖保川：14日（水）11時～
御 津：20日（火）10時30分～
龍 野：23日（金）11時～
子育て夢相談
専門家による子育て相談です。
とき 平成27年１月26日（月）10時
～12時
ところ 御津総合支所
※予約制。各広場へ申込み
▲

揖保川図書館展示

御津…079

募

集

「選べる官兵衛」参加者を募集
黒田官兵衛ゆかりの城郭を巡る
ツアーの参加者を募集します。
「龍野城と黒田官兵衛」龍野コース
とき 平成27年２月７日（土）９時
30分～17時（終了予定）
募集人数 30名（先着順）
参加費 2,000円
持ち物 飲み物・タオル
※鶏籠山を登りますので、滑りに
くい運動靴、リュックサックで
参加してください。
※天候等によりツアールートを変
更する場合があります。
申込受付開始日 平成27年１月９
日（金）８時30分～
申込先 市観光協会事務局（商工
観光課内☎64-3156）

旬の料理教室参加者を募集 
募集人数 各20名（要申込）
参加費 各300円
持ち物 エプロン、三角巾、手ふ
き
※初回申込の方を優先
～冬野菜を使って老化を防ぐ
豆まめクッキング～
とき 平成27年１月16日（金）
９時30分～ 13時
ところ 御津保健センター
申込先 御津保健センター（☎
322-3496）

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 平成27年２月13日（金）
「ホテル シーショア・リゾート
での昼食会」
※1 1時30分にホテル シーショ
ア・リゾートロビーに集合

「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
西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
とき 平成27年２月14日（土）
10時～11時30分
「高齢者の低栄養に注意しま
しょう（介護技術講座）」

「認知症の理解と家族支援に
向けたスキルアップ研修」
の受講生を募集
在宅で介護する家族が抱えるス
トレスに未然に気づき、支援する
ための技術を身につける研修を開
催します。
とき 平成27年１月26日（月）９時
30分～16時40分（受付９時～）
ところ 市役所分庁舎ホール
対象者 訪問ケアサービス、通所

渡り鳥を観察しよう！
参加者を募集
野鳥についての説明を聞き、せ
せらぎ公園から渡り鳥などの野鳥
を観察します。
とき 平成27年１月24日（土）10時
～11時30分
ところ アクアホール３階研修
室、せせらぎ公園
対象 小・中学生、高校生、一般
（小学３年生以下は保護者同伴）
講師 圓尾 哲也 氏（西播愛鳥会
会長）
定員 20名（先着順）
持ち物 筆記用具・防寒具、
（あれ
ば）双眼鏡・鳥類図鑑
申込方法 参加申込書を揖保川図
書館へ提出（電話可）
申込受付開始日 平成27年１月６
日（火）～
揖保川図書館（☎72-7666）

「革細工体験教室」参加者を募集
たつの市産「天然皮革」を用いて
ひつじ
平成27年の干支「未」の親子を作っ
てみませんか。
とき 平成27年１月18日（日）10時
～12時
ところ 道の駅しんぐう２階
参加費 １セット800円
定員 20名（先着順）
※小学生未満の方は保護者の付き
添いが必要

申込先
0548）

道の駅しんぐう（☎75-

商工観光課（☎64-3156）

▼

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

ケアサービス事業所従事者又は介
護家族と接する機会の多い職員等
定員 50名（先着順）
内容
①認知症の理解
②在宅家族の実態と介護家族の
理解
③家族支援と具体的対応方法
④家族支援と社会資源
講師 安田 由加理 氏（認知症介
護指導者）
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）

▼

～風邪に負けない 免疫力アッ
プ 冬野菜の煮込み料理～
とき 平成27年１月22日（木）
９時30分～ 13時
ところ 揖保川保健センター
申込先 揖保川保健センター
（☎72-6336）

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集
★たつのの味シリーズ③牡蠣
とき 平成27年２月６日（金）10時
～14時
募集人数 24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
★菜の花つみと料理体験
とき 平成27年２月10日（火）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
★魚のさばき方体験
とき 平成27年２月１３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
★第３弾冬の漁師料理体験
とき 平成27年２月19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
※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）
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平成27年度兵庫県立障害者
高等技術専門学院生を募集

▼

募集科目 ものづくり科、ビジネ
ス事務科、ビジュアルデザイン科、
情報サービス科
期間 １年
定員 各科８名程度
授業料 無料（教科書代及び検定
受験料等は自己負担）
募集期間 平成27年１月５日（月）
～２月10日（火）
選考日 平成27年２月19日（木）
選考方法 学力（国語・数学）、作
業機能検査・面接、身体検査書
応募方法 現住所を管轄する公共
職業安定所で必ずご相談の上、応
募書類を受け取り、提出してくだ
さい。
兵庫県立障害者高等技術専門学
院（☎07８-９27-3230、FAX07８-９2８5512）

放送大学平成27年度
４月入学生を募集
放送大学はテレビなどの放送や
インターネットで授業を行う通信
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、様々な目的で幅広い世
代の方が学んでいます。
募集学生の種類
【教養学部】科目履修生（６か月在
学し、希望する科目を履修）、選
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お知らせ
節電のお願い
今冬の平日（９時～21時）におい
て、次の事項を参考に、無理のな
い範囲で節電にご協力をお願いし
ます。
期間 平成27年３月31日（火）まで
（12月29日～翌年１月4日を除く）
【家庭における節電のポイント】
①暖房
エアコンは適切な温度に設定
し、窓には厚手のカーテンを掛け
る。電気カーペット・電気こたつ
の温度を低めに設定する。こたつ
布団に上掛けを併用する等。
②照明
不要な照明は消す。
③テレビ
画面の輝度を下げ、必要な時以
外は消す。
④冷蔵庫
設定を「弱」にし、開閉を少なく
し、詰め込まない。
環境課（☎64-3150）

身体障害者相談
とき 平成27年１月16日（金）10時
～12時
ところ 神岡公民館和室、御津公
民館会議室

▼

相談員 身体障害者相談員
対象者 市内在住で身体障害のあ
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）

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 平成27年１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 市内在住でもの忘れや認
知症についての不安がある方又は
そのご家族
定員 ３名（１人30分）※完全予約
制
相談対応者 もの忘れ専門医師
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☎643197）

生活習慣病教室の開催
と き 平 成 2 7 年 1 月 1 4 日（ 水 ）
15時～16時
ところ たつの市民病院２階 大
会議室
テーマ 糖尿病の考え方と治療方
針について
講師 たつの市民病院
ひと い
院長人位晃氏
※事前予約不要
たつの市民病院（☎322-1121）

▼

▼

とき 平成27年１月29日（木）14時
～15時30分
ところ 龍野経済交流センター２
階会議所ホール（龍野町富永7021）
講師 ㈱福寿園 代表取締役会長
福井正憲氏
演題 歴史に学び・地球に学ぶ経
営 ～日本の心をささえる茶づく
り～
定員 100名
受講料 無料
龍野商工会議所（☎63-4141）

科履修生（１年間在学し、希望す
る科目を履修）、全科履修生（４年
以上在学し、卒業を目指す）
【大学院】修士科目生（６か月在学
し、希望する科目を履修）、修士
選科生（１年間在学し、希望する
科目を履修）
出願期限 平成27年３月20日（金）
まで
インターネットでの出願も受け
付けています。
資料請求（無料）
・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） ☎079-2845788、ホームページhttp://www.
ouj.ac.jp）

▼

新春経済講演会

☞ 消費生活 豆知識 Point

キケ
ン
注意
報

・・・こんな相談受けました・・・

コンセントが焦げてる〜！！
電気プラグをコンセントに差し込んだまま使
い続けて長年放置していると、コンセントとプ
ラグとの隙間にホコリがたまり、湿気
により発熱・発火する事を

トラッキング現象

たつの市消費生活センター
（商工観光課☎64-3250）

▼

と言います。
火災の原因となることもあり大変
危険です。
年末大掃除にぜひ点検を！！

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 平成27年１月17日（土）15時
～17時
ところ 揖保川公民館
演題 「表具のよしあし」
講師 前田勉氏（前田表具店）
揖保川公民館（☎72-2412）

「緊急時 正しく使おう 110番」
携帯電話から通報する時は、次
のことに気をつけてください。
○通報場所の地名、目標物となる
著名な建物、交差点などを確認
する。
○通報場所から離れない。
○車を運転しながら通報しない。
○現場などを再確認するため、警
察から折り返し電話をする場合
があるので、電源を切らない。
○高速道路上で通報する場合は、
安全な場所に移動してから通報
する。
※緊急の対応を必要としない問い
合わせ、相談などは『県警なん
でも相談電話「♯9110」』を利用
してください。
※い たずらの110番通報は犯罪で
す。緊急な事件・事故の対応に
支障をきたしますので、絶対に
しないでください。
たつの警察署（☎63-0110）

※12月８日時点の登録品です。
「譲りたい品物」
○碁盤・碁石
○加熱式加湿器
○応接用ソファとテーブル
「譲ってほしい品物」
○ベビーカー
○抱っこ紐
○子ども用自転車（24インチ男児用）
○揖 保川中学校体操服上下（Lサ
イズ）
○自転車（26インチ）
○老人用手押車
○精米機
○第一仏光保育園制服・体操服ほ
か（１歳児用）
○チャイルドシート
○まあや学園制服（女児冬用110㎝）
※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）
○

堆肥を無料配布します

▼

揖保川の堤防で除草した草を堆
肥化しました。先着順で配布しま
すので、家庭菜園などにご利用く
ださい。
とき 平成27年１月11日（日）９時
～12時
ところ 揖保川河川敷（千鳥ヶ浜
グラウンド）たつの市消防出初式
会場
費用 無料
持ち物 堆肥を入れる袋、スコッ
プ
国土交通省姫路河川国道事務所
河川管理第一課（☎07９-2８2-８505）

▼

家庭不用品交換情報コーナー

▼

１月10日は「110番の日」

▼

あいあい塾
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人権相談

▼

とき 平成27年１月14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）

納税には口座振替が便利です

▼

金融機関へ行く手間が省け、納
期限を気にすることなく納めるこ
とができる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）

１月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき 平成27年１月13日（火）９時
30分～11月30分
ところ 市役所２階相談室
〈新宮〉
とき 平成27年１月８日（木）13時
～15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき 平成27年１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）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
１月の展示
公民館サークル（新公書道）、寺
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▼

ふれあい橋ギャラリー
（JR 竜野駅跨線橋）
１月の展示
神部小学校児童がイメージを膨
らませながら描いた作品と、河内
小学校児童が思い思いに描いた絵
画や学校行事を、パソコンでカル
タ風にまとめた作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

▼

▼

設備点検等のため、臨時休荘し
ます。
休荘期間 平成27年１月12日（月
・祝）15時～16日（金）16時
※電話による予約・問い合わせ等
の受付は行います。
（夜間以外）
新舞子荘（☎322-2231）

村久男（干支の絵）、新宮中学校生
徒の作品を展示します。
新宮公民館（☎75-0９22）

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
１月の展示
御津保育所４歳児の絵画を展示
します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

新舞子荘臨時休荘のお知らせ

10日（土）
・17日（土）10時30分～10
時50分
『ジルベルトとかぜ』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
「大雪」ほか
読書会（一般）
16日（金）10時～12時
『福に憑かれた男』喜多川泰著

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
『ゆきのひのうさこちゃん』ほか
読書会（一般）
13日（火）13時30分～15時30分
『フリーター、家を買う。』
有川浩著

休日・夜間水道

図書館からのお知らせ
〈１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）
10日（土）
・17日（土）11時～11時20
分
『おでかけばいばい』
読書会（一般）
９日（金）10時～11時30分
総会 年度計画
こどもの本を読む会
８日（木）10時～11時30分
『センス・オブ・ワンダー』レイ
チェル・カーソン著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
11日（日）
・26日（月）11時～11時20
分
『おしょうがつさん』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）10時15分～10時45分
「ねずみ経」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん（３～５歳児、保
護者）

１月 当番（緊急時）

＜龍野地域・新宮地域
（光都を除く）＞
たつの市水道事業所揖保水源地
（☎67-8806）
※閉開栓の受付は除く
＜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）

ご冥福をお祈りします
※11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

死亡月日（年齢）

瀬戸

トヱ

龍野町小宅北

10/18（96）

野

淳

御津町岩見

11/ ４（85）

中野

敏郎

揖西町小畑

11/11（89）

松井千代乃

新宮町吉島

11/21（94）

三木

龍野町中村

11/26（57）

知子

