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兵庫県議会議員選挙
投票日

４月12日（日）７時〜 20時

政

水道事業所 事務所移転後の
電話番号のお知らせ
３月30日からの事務所移転後の
電話番号は下記のとおりです。
電話番号 管理係 ☎75-4400
給水係 ☎75-4480
※広報たつの２月号でお知らせし
た電話番号に誤りがありまし

た。訂正してお詫びします。
水道事業所（☎64-3173）

▼

行

※室津センターは、４月11日
（土）
８時30分〜19時のみ
※いずれの場所でも投票することができます。
持ち物 「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提示を求
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。
郵便投票
身体に重度の障害があり、郵便投票証明書をお持
ちの方は、４月８日（水）までに郵便による不在者投
票の手続きをしてください。
他の市町での不在者投票
仕事先・旅行先など他市町村で投票する場合は、
選挙管理委員長に対して直接又は郵便により投票用
紙と投票用封筒を請求し、仕事先・旅行先などの選
挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
選挙公報
新聞折込、市ホームページに掲載、市役所・公民
館等の公共施設に配置します。
開票
と き ４月12日（日）21時10分〜
ところ 市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール 大ホール
（龍野町富永）

固定資産の価格等の縦覧
平成27年度の固定資産税・都市
計画税の基礎となる土地・家屋の
評価額等を記載した土地（家屋）価
格等縦覧帳簿が縦覧できます。
縦覧期間 ４月１日（水）〜６月２
日（火）
（土・日・祝日は除く）８時
30分〜17時15分

縦覧場所 市税務課資産税係、各
総合支所地域振興課
縦覧できる人 土地又は家屋を所
有する納税者もしくは納税者本人
から依頼を受けた代理人
持ち物 印鑑
税務課（☎64-3146）
新 地域振興課
（☎75-0251）
○
揖
○地域振興課（☎72-2525）
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

投票できる人
年齢 平成７年４月13日までに生まれた方
住所 平成27年１月２日までに市内に住所を有し、
３か月以上住民基本台帳に記載されている方
選挙のお知らせ券
世帯毎に封書で郵送します。万一、
「選挙のお知ら
せ券」が届かなかったり、紛失されたりした場合で
も、選挙人名簿に登録されている方は投票できます
ので、投票所の係員に申し出てください。
当日投票所
「選挙のお知らせ券」の投票所欄を確認してくださ
い。
なお、３月23日以降に、市内で住所変更した場合
は、旧住所地の投票所になります。
期日前投票
投票日当日に仕事やレジャーなどで投票所に行っ
て投票することができないと見込まれる方は、期日
前投票ができます。
期
間 ４月４日（土）〜11日（土）
受付時間 ８時30分〜20時
受付場所 ①市役所分庁舎ホール（龍野町富永）②新
宮総合支所しんぐうホール（新宮町宮内）③揖保川総
合支所１階ロビー（揖保川町正條）④御津総合支所東
側書庫（御津町釜屋）⑤室津センター（御津町室津）

▼

選挙管理委員会事務局
（☎64-3183）
任期満了に伴い、兵庫県議会議員選挙（たつの市及び揖保郡選挙区）を行います。
今回の選挙から、市選挙区の見直しを行っています。投票所は「選挙のお知らせ券」に記載しています。

広報たつの３月号 1

市税の口座振替納付済通知書
の一部を廃止します

▼

４月から、市税の納付に口座振
替を利用されている方に送付して
いた「口座振替納付済通知書」の一
部を廃止します。振替結果は、預
貯金通帳でご確認ください。
なお、軽自動車の継続検査（車
検）を受ける際に必要な「軽自動車
税納付済通知書（納税証明書・継
続検査用）」及び確定申告の社会保
険料控除に必要な「国民健康保険
税納付額確認書（確定申告用）」は、
引き続き送付します。
税務課（☎64-3144）

生活困窮者の
支援制度が始まります
４月から、生活困窮に直面して
いる方に、一人ひとりの状況に応
じた自立相談支援を実施します。
支援内容 生活困窮者が抱える課

2 広報たつの３月号

兵庫労働局雇用均等室
（☎078-367-0820）

４月１日からパートタイム
労働法が改正されます
主な改正ポイント
①正社員との差別的な取扱いが禁
止されるパートタイム労働者の対
象範囲が拡大
②「短時間労働者の待遇の原則」を
新設
③パートタイム労働者を雇い入れた
ときの事業主による説明義務を新設
④パートタイム労働者からの相談
体制を整備する義務を新設
⑤パートタイム労働者を雇い入れ
たときに、事業主が文書交付等に
明示しなければならない項目に
「相談窓口」を追加
兵庫労働局雇用均等室（☎078367-0820）

イベント
オープンガーデン in しんぐう
新宮地区で丹精こめて育てた花
壇を公開します。

▼

▼

「子育てサポート企業」の特例認定マーク

「子育てつどいの広場」
イベント情報
わくわくひろば
「ママのアロマ・ハンドトリート
メント」
とき ４月21日（火）10時30分〜
ところ 御津総合支所２階
講師 野口 瞳 氏（ヒーリングス
ペース・ローズウッド）
参加費 無料
※要申込み（先着６名）
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「親子で人形劇を楽しもう」
とき ４月22日（水）10時30分〜
ところ はつらつセンター２階
内容 人形劇団「ペコちゃん」によ
る人形劇公演
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「ぴゅあとあそぼう！」
とき ４月24日（金）10時30分〜
ところ （仮称）新宮こども園
内容 手遊び、パネルシアター、
工作他
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「作ってあそぼう・いちごの
ショートケーキ」
とき ４月24日（金）10時〜
ところ 揖保川公民館２階
内容 食器洗い用スポンジで作る
ショートケーキ
▼

▼

高齢者に安心して生き生きと暮
らしていただくために、高齢者福
祉サービス事業を実施しています
が、
下記の事業は３月で終了します。
終了する事業
○家具転倒防止器具取付事業
○高齢者日常生活用具給付等事業
高年福祉課（☎64-3152）

主な改正ポイント
①法律の有効期限が平成37年３月
31日まで10年間延長
従業員数101人以上の企業は、
引き続き、労働者の仕事と子育て
の両立のための「一般事業主行動
計画」を策定し、労働局に届け出
を行う必要があります。
②新たな認定（特例認定）制度の創設
現行法における厚生労働大臣の
認定を受けた企業
を対象に、新たな
認定（特例認定）制
度が創設されます。

開催期間 ４月12日
（日）
〜19日
（日）
出展花壇（場所）
○ささの庭・花ゆらり（下笹834-1）
○ちづちゃんの花園（上笹1189）
○ミセス・ヨーロピアンガーデン
はしもと（上笹694）
○杜のガーデン（篠首2181-1）
○ガーデン苅尾（善定383-1）
○花の輪（香山1352-4）
※各花壇とも駐車場に限りがありま
す。路上駐車はご遠慮ください。
※期間以外も花壇は公開されてい
ます。詳しくは下記へお問い合
わせください。
新 地域振興課
（☎75-0251）
○

▼

高齢者福祉事業
一部終了のお知らせ

次世代育成支援対策推進法が
改正されました

▼

▼

家庭で井戸水を利用されている
方は、下水道の使用水量を家族の
人数と使用箇所により認定してい
ます。
転入、転出等で家族の人数が変
更、リフォーム等で井戸水の使用
箇所が変更になった場合は、下水
道使用料が変わることがあります。
また、新たに井戸水を使用、廃止
したときも届出が必要です。井戸
水等使用（変更・廃止）届を提出し
てください。
下水道課（☎64-3168）

題を把握し、支援計画を作成。支
援計画に基づいた就労支援など、
自立に向けた支援を実施します。
地域福祉課（☎64-3154）

▼

家庭で井戸水をご利用の方へ

御津…079

▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

▼

参加費 30円
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
４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：８日（水）11時〜
新 宮：21日（火）10時30分〜
御 津：21日（火）11時30分〜
龍 野：30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 ４月27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

新宮子育てつどいの広場
移転のお知らせ

▼

４月１日から、新宮子育てつ
どいの広場は新宮総合支所内
から（仮称）新宮こども園内へ
移転します。なお開放時間・内
容等は、これまでのとおりです。
新所在地 〒679-4313 新宮町
新宮437番地（（仮称）新宮こど
も園内）
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）

募

集

平成27年度たつの市
花と緑の協会会員を募集
たつの市花と緑の協会は４支部
にわかれて、地域の特色を活かした
活動を行っています。花づくりが好
きな方、花と緑のまちづくりにご協
力いただける方を募集します。
申込・お問い合わせ先
龍野支部 まち未来創造課
（☎64-3167）
新
（☎75-0251）
新宮支部 ○地域振興課
揖 地域振興課
揖保川支部 ○
（☎72-2525）
御 地域振興課
御津支部 ○
（☎322-1001）

「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。
ジュネスしんぐ在宅介護
支援センター（☎75-5228）
とき ５月21日（木）
「倉敷美観地区散策（川舟流し
と和菓子作り体験）」
※８時50分にジュネスしんぐ
に集合
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002）
とき ５月23日（土）
「神戸コンチェルトランチクルーズ」
※９時15分にくわのみ園在宅
介護支援センターに集合

「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 介護している方又は介
護に関心のある方
揖保川在宅介護支援センター
（☎72-6600）
とき ５月19日（火）10時〜11
時30分
「癒しの技〜ハンドマッサージ体験〜」
御津在宅介護支援センター
（☎324-0767）
とき ５月29日（金）10時〜11
時30分
「認知症の方への接し方」

「植替え講習会」参加者を募集
〜セッコク・風蘭〜
植物の育て方等を学びます。
とき ４月12日（日）13時30分〜
（１時間程度）
ところ 道の駅しんぐう
募集人数 20名（先着順）
参加費 無料
持ち物 筆記用具
申込先 道の駅しんぐう（☎750548）

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集
★春の漁師料理体験
とき ４月23日（木）10時〜13時

募集人数 25人（先着順）
★たけのこ掘りと料理体験
とき ４月28日（火）10時〜14時
募集人数 20人（先着順）
★玉葱の収穫と料理体験
とき ５月12日（火）９時30分〜14時
募集人数 24人（先着順）
★第２弾春の漁師料理体験
とき ５月21日（木）10時〜13時
募集人数 25人（先着順）
持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き・筆記用具（「たけのこ掘りと
料理体験」は軍手・エプロン・三
角巾・手ふき・筆記用具）
参加費 1,000円程度（「たけのこ
掘りと料理体験」は1,200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
利用できます。
申込先 道の駅みつ体験学習室
（☎322-8020）

国税職員を募集
受験資格
○昭和60年４月２日〜平成６年４
月１日生まれの方
○平成６年４月２日以降生まれの
方で、①大学を卒業した方及び平
成28年３月までに大学を卒業する
見込みの方 ②人事院が①と同等
の資格があると認める方
第１次試験日 ６月７日（日）
試験地 京都市、大阪市
試験の程度 大学卒業程度
試験種目 基礎能力試験、専門試
験（多肢選択式、記述式）
申込方法 インターネット
（http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html）
受付期間 ４月１日
（水）
〜13日
（月）
合格発表日 ６月30日（火）９時
※採用予定数は、人事院ホーム
ページで確認してください。
問い合わせ先 龍野税務署総務課
（☎62-0282）、大阪国税局人事第
二課試験係（☎06-6941-5331）
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【木造建築科】
コース 学科、製図、実習
対象者 建築に興味のある方、求
職中の方
訓練期間、授業料
○全コース ４月〜翌年３月 毎
週土曜日13時30分〜（５時間）、
70,000円
○学科コース ４月〜翌年３月、
28,000円
○製図コース ４月〜９月、
10,000円
○実習コース（規く術〈ミニハウス
製作〉）10月〜翌年３月、32,000円
定員 15名（各コース）
【パソコン科】
コース 初級、中級
対象者 パソコンに興味のある
方、求職中の方
訓練期間 ４月〜９月の毎週土曜
日14時〜（３時間、両コースとも）
授業料 38,000円
定員 初級、中級 合計10名
※木造建築科は、元龍野北高校教
員及び県技能顕功賞を受賞した
指導員が指導します。また組合
指導部がカンナやノミなど、道

4 広報たつの３月号

身体障害者相談
とき ４月10日（金）10時〜12時
ところ 中央公民館工芸実習室、
御津公民館実習室
対象者 市内在住で身体障害のあ
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）

第15回作詩セミナー＆
ミニコンサート
童謡作詩の基礎やコツなどが学
べる作詩セミナーとミニコンサー
トを開催します。
とき ４月19日（日）13時30分〜
ところ 赤とんぼ文化ホール（リ
ハーサル室）
講師 武鹿 悦子 氏（詩人・日本
童謡協会所属）
参加費 無料（要申込）
申込期限 ４月17日（金）
申込先 赤とんぼ文化ホール（☎
63-1888）

出張年金相談
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 ５月28日（木）10時〜15時
ところ 市役所分庁舎２階第５会
議室
相談員 姫路年金事務所職員
予約受付期間 ４月28日（火）〜５
月25日（月）
（土・日・祝日を除く）
８時30分〜17時
予約申込先 国保医療年金課（☎
64-3240）

若者就職サポート相談会
仕事についての悩みを抱える若
者・保護者等を対象に、無料の個別
相談会を実施します。一人で悩ま
ず、
専門家に打ち明けてみませんか。
とき ４月15日（水）10時〜、11時
〜、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
ください。
（予約優先）
※原則、偶数月の第３水曜日に実施
商工観光課（☎64-3156）

▼

西播建設高等技能学校
生徒募集

お知らせ

※総合支所では受付していません。
※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。

たつの皮革直売会
〜地元若手皮革業者による
皮革素材・製品即売会〜
播州皮革工業協同組合の若手皮
革業者が天然皮革素材・製品を低
価格で販売します。

とき ４月18日（土）10時〜17時、
19日（日）10時〜16時
ところ 播州皮革工業協同組合
（誉田町広山64）
播州皮革工業協同組合（☎62-3611）
▼

とき ４月８日（水）、９日（木）両
日とも10時〜17時
ところ 龍野経済交流センター２
階会議所ホール
内容 【１日目】①社会人としての
基本②コミュニケーションの基本
③報・連・相の実践④仕事の優先
順位⑤今の自分とこれからの自分
【２日目】①挨拶と自己表現②好感
を持たれるために③応対マナー④
ビジネス敬語⑤電話応対基礎
受講料 10,000円（龍野商工会議
所会員6,000円）
申込先 龍野商工会議所（☎634 1 4 1 、F A X 6 3 - 4 3 6 0 、 ホ ー ム
ペ ー ジ か ら も 受 付 可（ h t t p : / /
tatsuno.or.jp）

具の使い方も指導します。
申込期限 ４月10日（金）
応募・問い合わせ先 西播建設高
等技能学校（龍野町日飼137-2、西
播建設業組合☎62-1950）

▼

新入社員研修受講生を募集

「ＳＴＯＰ！転倒災害
プロジェクト2015」を展開中
仕事中に転倒して４日以上休む
方は全国で年間約26,000人にのぼ
り、労働災害の中で最多です。
職場での安全意識を高め、安心
して働ける職場環境の実現に向け
て、転倒防止に関する情報を確認

☞ 消費生活 豆知識 Point

はい

光回線の契約トラブル急増中

はい

はっきり「要りません！」と言わなきゃ
ダメよ～ダメ・ダメ

【相談事例１】突然、電話会社から「光回線」の契約書面が届いた。
数日前、代理店から電話勧誘を受けた母が適当に「はい、はい」と返事をしたようだ。
解約したい。
【相談事例２】昨日、大手通信会社の代理店を名乗る業者が訪問し光回線にすると電話代が安くなると言
われ契約書にサインした。家族から必要ないと言われたので断りたい。
■通信サービスはクーリング・オフ適用外なので違約金が発生するケースもあるので要注意！
すぐに返事をせず、家族や知人に相談し、内容を理解してから契約しましょう。
▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

▼

とき ４月８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 糖尿病と検査について
講師 たつの市民病院検査技師
※事前予約不要
たつの市民病院（☎322-1121）

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 ４月18日（土）19時〜21時
ところ 揖保川公民館
演題 「新しい皮製品」
講師 中嶋 えい子 氏（レリップ
株式会社取締役）
揖保川公民館（☎72-2412）

中国語で国際交流しませんか
とき ４月３日、
10日、
17日、
24日
（毎
週金曜日、計４回）
19時〜20時30分
ところ テクノ科学技術支援セン
ターセミナールーム
会費 4,000円（資料代等含む）
講師 植田 多美 氏
最少募集人数 ４名

▼

兵庫県国際交流協会・テクノ日
本語教室 植田（☎0791-58-1755 ※
18時〜21時）

家庭不用品交換情報コーナー
※３月６日時点の登録品です。
※下線のものは有料（要相談）
「譲りたい品物」
〇小宅小学校 体操服、自転車用
ヘルメット
○小型シルバーカー（老人用手押
車）
○ 揖保川中学校 制服スカート
（夏、冬用ウエスト60㎝）
「譲ってほしい品物」
○龍野太陽保育園 制服ズボン（男
児用）
〇シルバーカー（老人用手押車）
〇半田小学校 制服、体操服（男児
用110cm〜）
〇ジュニアシート
〇レーザーディスクカラオケシステム
〇ロイヤルクイーンの鍋（６コー
ト）
〇龍野北高校 制服・体操服（男子
用、サイズ不問）
※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）
○
▼

光都ふれあいウォーク参加者を募集
とき ４月19日（日）８時30分集合
（雨天中止）
ところ 光都プラザ前芝生広場南側
コース 芝生広場南側→長谷ダム
→西播磨総合リハビリテーション
センター周辺→芝生広場南側
持ち物 タオル・帽子・飲み物
※山道を歩く服装でお越しください
参加費 無料
申込期限 ４月10日（金）17時
申込方法 電話又はファクシミリ
（参加者全員の住所、氏名、年齢、
電話番号が必要）
光都チューリップフェア
約４万２千本のチューリップを
お楽しみください。
とき ４月11日（土）〜30日（木）９
時〜17時（予定）
ところ 光都チューリップ園
入園料 無料（無料駐車場あり）

生活習慣病教室

▼

播磨科学公園都市
スプリングフェア

※日程は開花状況により異なりま
す。電話等でご確認ください。
播磨高原広域事務組合（☎079158-0575、FAX0791-58-0002※平
日）

▼

▼

し、職場での転倒の危険をチェッ
クしましょう。
詳しくは兵庫労働局ホームペー
ジ
（http://hyogo-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/hourei̲seido̲
tetsuzuki/anzen̲eisei/̲120578.
html）
をご覧になるか、下記へお
問い合わせください。
兵庫労働局安全課（☎078-3679152）
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▼

とき ４月８日（水）13時〜15時
ところ 御津総合支所第２会議室
人権推進課（☎64-3151）

納税には口座振替が便利です

▼

金融機関やコンビニエンススト
アへ行く手間が省け、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）

４月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき ４月14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 ４月９日（木）13時〜15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき ４月21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 ４月13日（月）13時〜15時
ところ 御津総合支所２階相談室
総務課（☎64-3142）
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▼

ふれあい橋ギャラリー
（JR 竜野駅跨線橋）
４月の展示
揖保の郷といぼがわ荘の利用者
による作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児〜、保護者）
12日（日）
・19日（日）11時〜11時20分
「くんちゃんのはじめてのがっこ
う」ほか
読書会（一般）
14日（火）13時30分〜15時30分
「愛の言葉」渡辺 淳一 著

龍野図書館
臨時休館のお知らせ

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
４月の展示
半田幼稚園５歳児の絵画を展示
します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

兵庫県議会議員選挙の投票
所となるため、
臨時休館します。
休館日 ４月12日（日）
龍野図書館（☎62-0469）

▼

人権相談

公民館サークル（短歌・子供吟
道クラブ）、森俊明（水彩画）、東
栗栖幼稚園児の作品を展示します。
新宮公民館（☎75-0922）

おはなしのじかん（小学生以上）
11日（土）
・18日（土）11時〜11時30分
「とりのみじい」ほか
読書会（一般）
17日（金）10時〜12時
年間計画作成

▼

▼

「マンション建替法」の改正に伴
い、マンションの建替えやマン
ション敷地売却等に関する相談を
受け付けています。
電話番号 0570-016-100（ ナビダ
イヤル）※ＰＨＳや一部ＩＰ電話
からは03-3556-5147
受付時間 10時〜17時（土・日・
祝休日、年末年始を除く）
（公財）住宅リフォーム・紛争
処理支援センターホームページ
（http://www.chord.or.jp）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
４月の展示

▼

住宅専門相談窓口
「住まいるダイヤル」

図書館からのお知らせ
〈４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）
11日（土）
・18日（土）11時〜11時20分
『かばくん』
読書会（一般）
10日（金）10時〜11時30分
『日本奥地紀行』イサベラ・バード 著
こどもの本を読む会
９日（木）10時〜11時30分
総会

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん（２〜４歳児、保護者）
13日（月）
・19日（日）
・27日（月）11
時〜11時20分
「ティッチ」ほか
おはなしのじかん（５歳児〜）
4日（土）
・11日（土）
・18日（土）
・25
日（土）10時15分〜10時45分
「十二のつきのおくりもの」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん（３〜５歳児、保護者）
11日（土）
・18日（土）10時30分〜10時50分
『おなかのすくさんぽ』ほか

休日・夜間水道

４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＞
㈲長田設備工業 （☎72-2469）
＜御津地域＞
１日〜10日 ㈱ダイワ
（☎079-272-5341）
11日〜20日 ミツバ商事㈱
昼間（☎322-1245）
夜間（☎322-2485）
21日〜30日 増本商店
（☎322-0129）

ご冥福をお祈りします
※２月16日〜 28日届出分で、掲載に
同意を得ている方々です。
（敬称略）
名

前

三輪 光代
堀
秀明
梶原美 子
大森 一巳
塚本 清隆
堀
光子

住

所

御津町釜屋
新宮町段之上
御津町中島
新宮町千本
御津町朝臣
新宮町北村

死亡月日 （年齢）
2/10（82）
2/11（73）
2/12（97）
2/15（88）
2/16（60）
2/20（79）

