たつの

政

福祉会館耐震補強工事が
完了しました
福祉会館耐震補強工事が完了
し、一般の方への貸館を再開して
います。
工事に伴い揖龍広域センターへ
移転していた下記の団体は従来の
場所へ戻りました。
事務所を移転していた団体
○たつの市・太子町広域シルバー
人材センター
○老人福祉センター
○龍野ライオンズクラブ
○西はりまライオンズクラブ
福祉会館会議室使用料を
変更しました
使用料の額
午前（９時～12時）       	 900円
午後（13時～17時）
1,200円
夜間（18時～21時）  	 1,200円
昼間（９時～17時）
2,100円
午後及び夜間（13時～21時）2,400円
全日（９時～21時）
3,300円
※大会議室の使用料は変更ありません。
▼

高年福祉課（☎64-3152）

入浴施設使用料変更のお知らせ

▼

新宮ふれあい福祉会館入浴施設
利用券（１人１回につき）
大人（中学生以上）
400円
小人（小学生）
200円
高齢者・障害者
300円
回数券（利用券11枚つづり）
大人（中学生以上）
4,000円
小人（小学生）
2,000円
高齢者・障害者
3,000円
変更時期 ７月１日（水）～
高年福祉課（☎64-3152）
はつらつセンター入浴施設

たつの市企画財政部広報秘書課 〒 679-4192
兵庫県たつの市龍野町富永 1005-1
電話：0791-64-3211
URL:http://www.city.tatsuno.lg.jp/
facebook:http://www.facebook.com/city.tatsuno.koho

利用券（１人１回につき）
大人（中学生以上）
400円
小人（小学生）
200円
高齢者・障害者
300円
回数券（利用券11枚つづり）
大人（中学生以上）
4,000円
小人（小学生）
2,000円
高齢者・障害者 	
3,000円
変更時期 ７月１日（水）～
健康課（☎63-2112）
※７月１日以降に、変更前の回数
券を利用される場合は、大人、
高齢者、障害者は100円、小人
は50円の差額が必要です。

御津やすらぎ福祉会館
浴室を廃止しました
御津やすらぎ福祉会館の浴室は、
平成25年12月から給湯設備の経年
劣化による故障により休止してい
市民との
対話事業
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ましたが、このたび廃止しました。
長らくのご利用ありがとうござ
いました。
廃止日 ３月31日（火）
高年福祉課（☎64-3152）

イベント
新宮温水プール
こどもの日 無料開放

▼

行

毎月10日・25日発行

▼

お知らせ版

広報たつの
【編集・発行】

とき ５月５日（火・祝）９時～22時
ところ 新宮温水プール
対象者 中学生以下
プールアスレチック 13時～15時
※浮き輪やおもちゃの持ち込み可
能。おもちゃの貸し出し有り。
小学３年生以下は保護者の付き
添いが必要。水着、水泳帽子を
着用してください。
新宮温水プール（☎75-5151）

▼

広報

たつのまちづくり元気アップサロンを開催！
開催テーマを募集します

住み続けたい、住んでみたいと実感できるふるさとたつのをより実
現するため、開催日ごとに１つのテーマを定め、市民の皆さんと市長
が直接意見交換を行う
「たつのまちづくり元気アップサロン」
を実施し
ます。
「未来のたつの」
について、夢あふれるテーマをお寄せください。
なお、次年度以降は、平成26年度、市内16会場で実施した
「たつの
夢・未来ミーティング」と隔年で「たつのまちづくり元気アップサロ
ン」
を実施します。
応募できる方 市内在住、在勤、在学者
応募規定
皆さんで意見交換できる具体的なテーマとその理由を
わかりやすく書いてください。
（書式自由）
応募方法
郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記のうえ、郵便、
Ｅメール（kohohisho@city.tatsuno.lg.jp）、FAX又は
持参。
※採用させていただいたテーマの応募者は、たつのまちづくり元気
アップサロンに参加していただき、
意見交換を行っていただきます。
締
切
５月８日（金）
第１回開催
６月中旬
※詳細は、広報たつの６月号でお知らせします。
応  募  先
〒679-4192 （市役所専用郵便番号）
広報秘書課（☎64-3211、FAX63-2594）
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▼

▲

皮革に気軽に親しんでいただく
ために、たつの市産「天然皮革」を
用いた動物フィギュア作りの体験
教室を開催します。
とき ５月23日（土）10時～16時
ところ 道の駅みつ体験学習室
内容 干支などの動物フィギュア
参加費 １個150円～900円程度
※事前申込不要

▲

革細工体験教室

▲

市とその周辺の歴史・自然・文
化を調査・研究している「いひほ
学研究会」の新年度総会を記念し
て、講演会を開催します。会員で
ない方も参加できます。
（事前申込
不要）
とき ５月10日（日）14時～
ところ 揖保川公民館
演題 「播磨国風土記の世界」
講師 松下 正和 氏（近大姫路大
学准教授）
参加費 200円
いひほ学研究会（☎323-3171）

募

集

臨時幼稚園教諭等を募集

▼

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
とき ５月20日（水）10時～
ところ  新宮こども園
内容 わくわく親子講座開講式、
「子育て隊ぴゅあ」による手遊び・
パネルシアター他
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
わくわくひろば
「サッちゃんとあそぼう」
とき ５月19日（火）10時30分～
ところ 御津総合支所２階
内容 ペ ー プ サ ー ト グ ル ー プ
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【臨時幼稚園教諭】
市立幼稚園で勤務していた
だける臨時幼稚園教諭を募集
しています。
賃金 日額7,870円
勤務時間 原則、月～金曜日
の８時30分～17時15分
【臨時幼稚園教諭（在宅緊急要員）】
職員が研修で不在の時など、
市立幼稚園で緊急時に勤務し
ていただける臨時幼稚園教諭
を募集しています。
賃金 時給1,015円
応募資格 有効な幼稚園教諭免許
募集人数 若干名
応募方法 履歴書、免許状の写し
を教育総務課へ持参又は郵送
選考方法 面接

※随時、応募を受付ています。
教育総務課（☎64-3178）

▼

「サッちゃん」によるおはなしや手
あそび
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「牛乳パックでカエルを作ろう」
とき ５月22日（金）10時～
ところ  揖保川公民館２階
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「ひっくりガエルを作ろう」
とき ５月25日（月）９時30分～15
時30分
ところ  はつらつセンター２階
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
５月の絵本の読み聞かせ
各つどいの広場で行います。
新 宮：12日（火）10時30分～
御 津：26日（火）10時30分～
揖保川：27日（水）11時～
龍 野：28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 ５月11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

食育推進連絡会議委員を募集
食育の取り組みを推進するため
の「食育推進連絡会議委員（公募委
員）」を募集します。
応募資格 食育に関心を持ち会議
に参加し、広報掲載など食育活動
を普及できる方
委員の任期 ２年（平成29年３月
31日まで）
募集人数 ２人
応募方法 応募用紙に記入の上、
健康課窓口へ持参してください。
応募用紙は健康課窓口に設置。市
ホームページからもダウンロード
できます。
応募期限 ５月15日（金）
健康課（はつらつセンター内
☎63-2112）

▼

いひほ学研究会講演会

御津…079

「市民ふれあい農園」
利用者を募集
所在地および募集区画数
①日山農園（龍野町日山182-3）
募集区画数 ４区画
②日飼農園（龍野町日飼226-1）
募集区画数 15区画
③御津農園（御津町苅屋90-1）
募集区画数 ５区画（30㎡）
８区画（50㎡）
対象者 市内在住の方
農園利用料 ○日山農園・日飼農
園１区画5,000円（年額）
○ 御津農園 30㎡ 5,000円（年
額）、50㎡ 8,400円（年額）
申込方法 印鑑を持参の上、日
山・日飼農園は農林水産課へ、御
津農園は御津総合支所地域振興課
へお申込みください。
申込期間 ５月20日（水）まで
※応募多数の場合は、抽選。
※日山・日飼農園は駐車場がない
ため、
自動車の利用はできません。
御地
農林水産課（☎64-3157）、 ○
域振興課（☎322-1001）

▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

▼

★地引網体験
とき ６月20日（土）10時～12時
募集人数 30人（先着順）
持ち物 軍手・持ち帰り用保冷箱
参加費 大人1,000円、小・中学
生500円、幼児無料
★日本の美味めぐり体験①高知県
とき ６月26日（金）10時～14時
募集人数 24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
※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。
道の駅みつ体験学習室（☎3228020）

旬の料理教室参加者を募集
（春の「旬」メニュー）
とき ５月22日（金）９時30分～13
時
ところ 新宮公民館
募集人数 20名（要申込）
参加費 300円
持ち物 エプロン・三角巾・手ふ
き
※定員になり次第締め切り。

新宮保健センター（☎75-

お知らせ
三木露風賞作品集
（第二集）
の
ＣＤ・楽譜集を発売します
三木露風賞新しい童謡コンクー
ルが30回を迎えたことを記念し、
第21回から30回までの最優秀作品
等の33曲を収録したＣＤ・楽譜集
を販売します。
販売物 「新しい童謡の世界Ⅱ」～
明日に羽ばたく夢のせて～
１枚組ＣＤ・楽譜集セット
販売価格 1,500円（税込み）
販売開始日 ４月25日（土）～
購入場所 赤とんぼ文化ホール
（☎63-1888）

平成27年度国家公務員採用一般職
試験（高卒者試験）のお知らせ
試験の区分 事務、技術、農業、
農業土木、林業

受験資格 ① 平成27年４月１日
現在、高等学校又は中等教育学校
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（平成25
年４月１日以降に卒業した方が該
当）及び平成28年３月までに高等
学校又は中等教育学校を卒業する
見込みの方 ②人事院が①に掲げ
る方に準ずると認める方
第１次試験日 ９月６日（日）
試験地 京都市、大阪市、神戸市、
奈良市、和歌山市、田辺市
申込受付期間 ○インターネッ
ト：６月22日（月）～７月１日（水）
○郵送又は持参：６月22日（月）～
６月24日（水）
※受 験案内は５月11日（月）から
ホームページに掲載します。Ｈ
Ｐ：「国家公務員試験採用情報
ＮＡＶＩ」
（http://www.jinji.
go.jp/saiyo/saiyo.htm）
人事院近畿事務局（〒553-8513
大阪市福島区福島1-1-60 ☎064796-2191（試験第二係））

たつの防災防犯ネットにご登録ください！
http://bosai.net/tatsuno/

「たつの防災防犯ネット」
は携帯電話やスマートフォンなどのメール
機能を利用して、気象警報、避難情報などの災害時の緊急情報、不審
者情報などの犯罪情報などをお知らせするシステムです。
平成27年度からは、西播磨県民局、市町、警察署が連携し、行方不
明者の早期発見のため情報提供の呼びかけにも活用しますので、登録
者の皆さんのご協力をお願いします。
早期発見対策に関する問い合わせ先
龍野健康福祉事務所 企画課
（☎63-5150）
■登録方法■
①tatsuno@bosai.net宛てに空メールを送信、返信メールを受信する。
②利用規約を読んで同意の上、メール本文中のＵＲＬをクリック。
③登録完了メールを受け取る。
ＱＲコードからも空メールが送信できます。
一部機種によってはご利用になれない場合が
あります。
■ご注意■
メール受信拒否の設定をされていると、登録メールや緊急情報が受
け取れないことがありますので、
info@bosai.netからのメールを受信
できるよう設定してください。
危機管理課
（☎64-3219）
▼

▼

～中国語を楽しく学びましょう～
とき ５月21日・28日・６月11
日・18日・25日（全５回、毎木曜
日）13時～14時30分
ところ 産業振興センター２階研
修室
うー
みんふぁ
講師 呉 明華 氏
定員 15名程度（先着順）
参加費 3,500円（資料代等）
申込方法 電話受付
市国際交流協会事務局（広報秘
書課内☎64-3140）

申込先
3110）

▼

中国語特別講座第１講座（初級）
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▼

市役所本庁・総合支所等ダイヤルイン番号一覧
本

庁

■ 行政改革推進室

平成27年４月１日現在

６４－３１９７

健康課（はつらつセンター）

６３－２１１２

▲

■ 総務部
総務課

▲

■ 産業部
６４－３１４２

人事給与係

６４－３１０１
６４－３２１９

情報推進課

６４－３２０３

▲ ▲ ▲

危機管理課
税務課

農林水産課

６４－３１５７

農地整備課

６４－３１５９

商工観光課

６４－３１５６

▲ ▲ ▲

行政係

消費生活センター

６４－３２５０

■ 都市建設部
６４－３１４４

建設課

▲

管理収納係

地域包括支援センター

６４－３１９９

６４－３２１４

管理係

６４－３１６０

市民税係

６４－３１４５

道路建設係

６４－３１６１

資産税係

６４－３１４６

道路補修係

６４－３１６２

用地課

▲ ▲

企画課

▲

■ 企画財政部
６４－３１４１

広報秘書課

用地係

６４－３２１０

地籍調査係

６４－３２５１

都市計画課

広報広聴係

６４－３２１１

管理係

６４－３１６３

財政課

６４－３１４３

計画係

６４－３２２３

契約課

６４－３２１８

建築係

６４－３１６５

都市整備係

６４－３１６４

まち未来創造課

６４－３１６７

▲

６４－３１４０

▲ ▲

秘書係

■ 市民生活部
６４－３１４７

国保医療年金課

▲

▲ ▲

市民課

■ 下水道部
下水道課

６４－３２４０

国保係

６４－３１４９

管理係

６４－３１６８

環境課

６４－３１５０

施設係

６４－３１７０

人権推進課

６４－３１５１

前処理場対策課

▲

■ 健康福祉部

▲

医療年金係

６４－３１７１

■ 教育委員会事務局

生活福祉係

６４－３１５４

障害福祉係

６４－３２０４

▲

児童福祉課

教育総務課

６４－３１７８

施設課

６４－３２０５

学校教育課

６４－３１７９

社会教育課

６４－３１８０

人権教育推進課

６４－３１８２

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲

地域福祉課

児童福祉係

６４－３１５３

保育係

６４－３２２２

■ 会計課

６４－３１７２

臨時給付金担当

６４－３１６９

■ 選挙管理委員会事務局

６４－３１８３

こども園推進室

６４－３１３３

■ 議会事務局

６４－３１７７

■ 農業委員会事務局

６４－３１８５

▲

高年福祉課
高年福祉係

６４－３１５２

■ 土地開発公社

６４－３１８６

介護保険係

６４－３１５５

■ 監査事務局・揖龍公平委員会

６４－３１８４
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■ 職員組合

６４－３１８９

▼

６４－３１８８

新宮総合支所
７５－０２５１

市民福祉課

７５－０２５３

▲ ▲

地域振興課

■ 公営企業部
▲

管理係

７５－４４００

給水係

７５－４４８０

教育委員会事務局文化財課

７５－５４５０

▼

揖保川総合支所

■ 新宮スポーツセンター

７５－１７９２

■ 揖保川スポーツセンター

７２－５５６７

■ 御津体育館

３２２－３０１２

文化ホール

■ 赤とんぼ文化ホール

６３－１８８８

■ アクアホール

７２－４６８８

図書館

■ 龍野図書館

６２－０４６９

地域振興課

７２－２５２５

■ 新宮図書館

７５－３３３２

市民福祉課

７２－２５２３

■ 揖保川図書館

７２－７６６６

揖保川保健センター

７２－６３３６

■ 御津図書館

▲ ▲ ▲

御津総合支所
３２２－１００１

市民福祉課

３２２－１４５１

御津保健センター

３２２－３４９６

室津出張所

３２４－０００１

▲ ▲ ▲ ▲

地域振興課

▲

▼

６３－２２６１

▲

７５－３１１０

▲ ▲

新宮保健センター

体育館・スポーツセンター

■ 龍野体育館（体育振興課）

▲

水道事業所

▲

■ 職員互助会

３２２－１００７

国民宿舎

■ 赤とんぼ荘

６２－１２６６

■ 志んぐ荘

７５－０４０１

医療機関
医療機関名
たつの市民病院

電話番号

診療科目等

３２２－１１２１

内科・外科・整形外科・麻酔科・眼科・小児科・
リハビリテーション科

６３－５５１０

診 療 日：日曜日・祝日・８月15日（土）・12月
31日（木）・１月２日（土）・３日（日）
時
間：９時～ 22時（受付は21時30分まで）
診療科目：内科・小児科

揖龍休日夜間急病センター
（はつらつセンター内）

西はりま消防組合
消防本部総務課

７６－７１１９

たつの消防署総務課

６４－３１７４

たつの消防署予防課

６４－３１７５

たつの消防署警防課

６４－３１７６

たつの消防署消防第１担当及び第２担当

６４－３２１２

新宮分署

７５－１１１９

揖保川出張所

７２－２９００

御津出張所

３２２－３６１８
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▼

障害者就労相談会

▼

就職を希望されていて障害のあ
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 ５月21日（木）13時30分～16
時30分（受付13時～）
ところ 市役所１階相談室
相談機関 西播磨障害者就業・生
活支援センター
定員 ３名（１人約50分）
申込方法 ５月14日（木）までに事
前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、予約の際にお申し出くだ
さい。
当日の持ち物 障害者手帳
地域福祉課（☎64-3204、
FAX630863）

6 広報たつの４月号

▼

シカ・イノシシによる農作物被
害対策として、地元猟友会による有
害鳥獣捕獲活動を実施しています。
実施期間 ７月９日（木）まで
活動内容 ○ 新宮・龍野地域：銃
器、わな ○ 揖保川・御津地域：
わな
※入山する際は、目立つ服装を心
がけてください。
※わな設置の標識がある場所には
近づかないでください。
農林水産課（☎64-3157）

とき ５月20日
（水）
９時30分～15時
ところ はつらつセンター１階相
談室
対象者 市内在住の知的障害のあ
る方又はその家族
相談員 知的障害者相談員
※事前予約不要。相談中の場合、
お待ちいただくことがあります。
地域福祉課（☎64-3204）

春の全国交通安全運動
とき ５月11日（月）～20日（水）
推進テーマ 「みんなでつくる
通学路の交通安全」
「思いやる 気持ちで守る 高齢者」
重点項目
○自転車の安全利用の推進
○全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
○夕暮れ時の交通事故防止
危機管理課（☎64-3219）
▼

有害鳥獣捕獲を実施

知的障害者相談

西栗栖駅前の公衆トイレを
リニューアルしました

ＪＲ姫新線西栗栖駅前の公衆ト
イレが新しくなりました。工事期
間中、西栗栖駅をご利用の皆さん

▼

にはご迷惑をおかけしました。
都市計画課（☎64-3164）

下水道排水設備工事責任技術者
更新講習のお知らせ
とき ７月16日（木）14時～16時
ところ 姫路市文化センター小
ホール
対象者 平成22年度に、下水道排
水設備工事責任技術者更新講習を
修了した方又は下水道排水設備工
事責任技術者試験に合格した方
手数料 8,500円
申込方法 ５月11日（月）から下水
道課窓口で配布する申込書等を期
間内に下水道課にご提出ください。
※手数料は所定の振込用紙により
郵便局でお支払いください。
申込期間 ５月11日（月）～22日
（金）
（土・日を除く）
※その他の地域の講習日時、会場は
下水道課にお問い合わせください。
下水道課（☎64-3168）
▼

とき ５月８日（金）10時～12時
ところ 揖西公民館大会議室、新
宮公民館研修室
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）

▼

市内の国・県・市指定、国登録
文化財94件を掲載した最新の文化
財散策マップが完成しました。
文化財が所在する地図のほか、平
易な解説と写真で紹介しています。
大きさ Ａ５判（展開Ａ１判）
入手方法 希望者は教育委員会窓
口、埋蔵文化財センター、龍野歴
史文化資料館、室津海駅館、市内
各図書館まで。無料。
新 文化財課
（☎75-5450）
○

身体障害者相談

▼

「文化財散策マップ」が
完成しました

堆肥・木材チップを
無料配布します
揖保川の堤防の草、樹木で堆肥
やチップにしたものを配布しま
す。
（小雨決行）
とき ５月11日（月）、12日（火）９
時～11時、14時～16時
ところ 新宮町曽我井（国土交通
省 資材置場内）
配布方法 ご要望に応じて会場内
の重機で操縦士が積込みをします。
※自分で積込みをする場合は袋、
スコップ等をご持参下さい。
※事前申込必要
詳細はホームページをご覧くだ
さい。
申込・問い合わせ先 姫路河川国
道事務所（龍野出張所☎62-0262)
ホームページ http://www.kkr.
mlit.go.jp/himeji/index.php

第20回兵庫県立大学
テクノフェスタ
とき ５月17日（日）10時～17時
ところ 兵庫県立大学播磨理学

☞ 消費生活 豆知識 Point
クーリング・オフ

「うっかり」や「強引な勧誘」
などで契約した場合

泣き寝入り
しないでください！

クーリング・オフを活用しましょう !!
■要件が合えば無条件で解約が出来る制度です
■契約書面のクーリング・オフ内容を確認しましょう
■手続きはハガキで、証拠の残る方法で送付しましょう

不意をつくような勧誘（突然の訪問や電話）を受け契約し、後悔するケースが多くあります。
冷静に考え直して「契約を止めたい」と思った時、一定期間や要件が合えば、金銭の負担無く
無条件で解約が出来る制度が「クーリング・オフ」です。
期間や要件等の詳細は消費生活センターへお問い合わせください。
▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

生活習慣病教室
とき ５月13日（水）15時30分～
ところ たつの市民病院２階大会
議室
テーマ 糖尿病の運動療法につい
て
講師 たつの市民病院理学療法士
※事前予約不要
※動きやすい服装でお越しください
たつの市民病院（☎322-1121）

家庭不用品交換情報コーナー
※４月９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 自転車用ヘルメッ
ト
〇小型シルバーカー（老人歩行用

手押車）
○ 揖保川中学校 制服スカート
（夏・冬用ウエスト60cm）
○赤穂高校 カッターシャツ（男子
用170cm）
譲ってほしい品物
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）
○龍野北高校 制服（男子用サイズ
不問）
○ ま あ や 学 園 制 服（ 女 児 冬 用
110cm）
○小宅小学校 制服、体操服（140
～150cm）
○まこと保育園 トレーニング
ウェア（120cm）、カバン
○龍野東中学校 制服（女子用160
～170cm）
※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）
○
▼

とき ５月９日（土）９時30分～14
時30分（予定）
ところ みはらしの森（御津中学
校側）駐車場に集合
対象 小学生以上
定員 30名
内容 池の周りで森の探検と、つ
み菜パンケーキや野草茶を楽しみ
ます。
参加費 100円（当日持参）
持ち物 おにぎり１個、飲み物、
筆記用具、雨具
服装 長袖長ズボン、帽子、履き
なれた運動靴
※雨天時は室内でクラフト作り
主催・申込先 ＮＰＯハートヴェ
ルニ 茂見（☎090-6606-4302）又は
髙部（☎090-7113-7081）

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 ５月16日（土）19時～21時
ところ 揖保川公民館
演題 「企業の社会貢献（ＣＳＲ）
―龍野のまちづくり―」
講師 浅井 良昭 氏（ヒガシマル醤
油株式会社取締役：ＣＳＲ推進部長）
揖保川公民館（☎72-2412）

▼

御津の森を探検しよう！
in 碇岩新池

あいあい塾

▼

▼

キ ャ ン パ ス（ 上 郡 町 光 都 ３ 丁 目
2-1）
内容 芸人ライブ（かまいたち、
和牛（11時～12時、入場料無料））、
ステージ・展示・スポーツイベン
ト、フリーマーケット、芸人ライ
ブ、豪華賞品が当たるビンゴ大会
兵庫県立大学学生自治会学生会
西支部（☎079-266-2227）
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軽自動車税 全期分
納期限 ４月30日（木）
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。

軽自動車税を
口座振替される方へ
納税証明書を５月中旬に郵
送します。お手元に届くまで
に必要な方は、税務課又は各
総合支所地域振興課で請求し
てください。
▼

税務課（☎64-3144）

５月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき ５月12日（火）９時30分～11
時30分
ところ 市役所１階相談室
〈新宮〉
とき ５月14日（木）13時～15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき ５月19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）
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▼

今月の市税

公 民 館 サ ー ク ル（ ち ぎ り 絵 ・
パッチワーク）、谷口榮子（エアー
ブラシ画）、田中一典（写真）、東
栗栖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
（JR 竜野駅跨線橋）
５月の展示
揖保川文化センター自主サーク
ルの作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

▼

▼

とき ５月１日（金）13時～16時
ところ 市役所１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）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
５月の展示

  
「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
５月の展示

『くわずにょうぼう』ほか

揖保川図書館（☎72-7666）

えほんのじかん（３～５歳児、保護者）
16日（土）
・23日（土）10時30分～10
時50分
「ゆかいなかえる」ほか
おはなしのじかん（小学生以上）
16日（土）
・23日（土）11時～11時30
分
「ふるやのもり」ほか
読書会（一般）
15日（金）10時～12時
４月の読書会で決定します

御津図書館（☎322-1007）

えほんのじかん（０歳児～、保護者）
10日（日）
・17日（日）11時～11時20
分
『くいしんぼうのはなこさん』ほか
読書会（一般）
12日（火）13時30分～15時30分
よしかわ えいめい
『失われた空』吉川 英明 編

神部幼稚園５歳児の絵画を展示
します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

▼

人権相談

図書館からのお知らせ
〈５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）
９日（土）
・16日（土）11時～11時20
分
『がたんごとんがたんごとん』
読書会（一般）
８日（金）10時～11時30分
『舞姫』森 鴎外 著
こどもの本を読む会
14日（木）10時～11時30分
『フリスビーおばさんとニムの家
ねずみ』ロバート・Ｃ・オブライ
エン 著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん（２～４歳児、保護者）
11日（月）
・17日（日）
・25日（月）
11時～11時20分
『もりのなか』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
16日（土）
・23日（土）10時15分～10
時45分

休日・夜間水道

５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＞
㈲中元設備工業 （☎72-3415）
＜御津地域＞
１～10日 勝間設備㈱
昼間（☎322-2488）
夜間（☎322-1355）
11日～20日 ㈲沼田水道工業所
（☎322-1251）
21日～31日 ㈱大西商店
（☎324-0047）

ご冥福をお祈りします
※３月15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

前

住

所   

  死亡月日   （年齢）

坂上

政弘

御津町室津

3/3    
（79）

前田

良男

新宮町新宮

3/18（78）

橋本

政一

揖保川町本條 3/19（90）

三村

敬三

新宮町下野田 3/28（87）

