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▼

たつの市民病院（☎322-1121）

路上障害物にご注意を

市民投票
2015 プリンセスたつの
レザーコスチュームコンテスト
大阪市の上田安子服飾専門学校
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21日（土）、22日（日）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１日（水）～22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

月
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とき ７月８日（水）10時～
ところ  新宮子育てつどいの広場
（新宮こども園内）
講師 石堂 美紀代 氏（ＮＰＯ法
人 子育てサポート☆きらりing
顧問）
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「音を楽しむ〜親子ふれあい遊び
を通して〜」
とき ７月10日（金）10時～
ところはつらつセンター３階
講師 ふかだ なおこ 氏（ＮＰＯ
法人生涯学習サポート兵庫）
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「賢い消費者になろう」
とき ７月15日（水）10時～
ところ御津総合支所２階
講師 川畑 正美 氏（西播磨消費
生活相談員）
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
わくわくひろば
「夏のお楽しみ会・揖保川縁日」
とき ７月30日（木）11時～13時
ところ揖保川公民館
内容 縁日遊び（要実費）
申込期間 ７月７日（火）～17日
（金）
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
７月の絵本の読み聞かせ
新 宮：14日（火）11時～
御 津：21日（火）11時30分～
揖保川：22日（水）11時～
龍 野：29日（水）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６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
▼

▼

市政ビデオの貸出をします
昨年度のグランプリ作品（左）
（2014ミスたつの
レザーファッションショー）

商工観光課（☎64-3156）

▼

平成27年度の市政を紹介するビ
デオが完成しました。市内各自治
会及び各種団体を対象に貸出がで
きますので、貸出を希望される団
体は、申請書を記入のうえ広報秘
書課へ持参してください。申請書
は、広報秘書課に設置していま
す。市ホームページからダウン
ロードもできます。
広報秘書課（☎64-3211）

6

▼

道路沿線にお住いの方や山林等
を所有されている方は、敷地（所
有地）から樹木の枝や所有物等が
はみ出して通行の障害とならない
ように枝払い等の日常管理をお願
いします。
また、自動車などで荷物を運搬
する際は、落下防止のためにしっ
かりと荷造りをしましょう。
建設課（☎64-3160）

▼

毎月10日・25日発行

▼

お知らせ版

広報たつの
【編集・発行】

▼

広報

「子育てつどいの広場」
イベント情報
わくわく親子講座
「よいお母さんよりも幸せなお母
さんになろう」
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揖保川図書館 おりがみ教室

▼

とき ７月19日（日）10時30分～11
時30分
ところ アクアホール３階研修室
内容 作って遊ぶおりがみ
持参物 おりがみ
定員 先着25名（５歳以上、就学
児前は保護者同伴）
申込受付 ６月25日（木）～
揖保川図書館（☎72-7666）

募

集

保健師・看護師を募集
職務内容 認知症の方及び家族へ
の相談支援、訪問。関係機関との
連携調整。
（勤務は週１～２回程度）
必要な資格及び経験
・保健師免許又は看護師免許
・普通自動車免許（ＡＴ可）
・認知症ケア又は在宅ケアの実務
経験を３年以上有すること
募集人数 ２名
申込方法 履歴書、資格証明書（写
し）を高年福祉課へ提出
申込締切 ７月10日（金）
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）

夏季休暇障害児タイムケア
ボランティアを募集
夏季休暇中の障害児を一時的に
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▼

「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
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002）
とき ８月６日（木）14時～
認知症予防～今日からできる
予防法～

「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
とき ８月６日（木）10時～14時
募集人数 20人（先着順）
持ち物 針金ハンガー２本・エプ
ロン・三角巾・手ふき・筆記用
具・上履き
参加費 1,500円程度
★たつのの味シリーズ①素麺
とき ８月11日（火）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・上履き
参加費 1,000円程度
※ご予約のキャンセルは２日前まで
道の駅みつ体験学習室（☎3228020）

中国語特別講座第２講座（初級）
～中国語を楽しく学びましょう～
とき ７月９日・16日・23日・30
日・８月６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）

▼

ビブリオバトルとは…１人５分で
おすすめする本の魅力を語り、
「ど
の本を一番読みたくなったか？」
で投票を行い「チャンプ本」を決め
るゲームのような書評会
とき ８月４日（火）14時～
ところ 龍野図書館２階研修室
対象 高校生以上
定員 発表者６名、観戦者30名程度
申込期間 ７月１日（水）～
（電話可、定員になり次第締切）
申込先 龍野図書館（☎62-0469）

預かることで、家族の介護負担の
軽減を図るための事業です。事業
にご協力いただける方を募集しま
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27日（月）～８月７日
（金）
（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10日（金）
地域福祉課（☎64-3204）

▼

龍野図書館 ビブリオバトル

御津…079

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。
実施日 龍野図書館は７月29日
（水）、揖保川図書館は７月29日
（水）
・30日（木）、御津図書館は８
月４日（火）
・５日（水）
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）
募集人数 龍野は２人。揖保川・
御津図書館は１日２人。定員を超
えた場合は抽選とします。
申込期間 ７月1日（水）～18日（土）
に電話又は各図書館カウンターへ。
申込方法 各図書館窓口で申込み
（電話可）
龍野図書館（☎62-0469）、揖保
川図書館（☎72-7666）、御津図書
館（☎322-1007）
▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

揖保川浄化センター施設
見学会参加者を募集
とき ８月１日（土）10時～12時
ところ 揖保川浄化センター（姫
路市網干区興浜2093）
定員 50人（先着順）
参加費 無料
申込期間 ７月14日（火）～24日（金）
応募・問い合わせ先 揖保川浄化
センター（☎079-274-2922）

平成27年度西播磨くすの木
学級生（赤穂教室）募集
とき ９月６日（日）、11月29日（日）
ところ 赤穂市中央公民館
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）
参加費 無料（ただし、講座内容に
より材料費、弁当代等は実費徴収）

人を動かすプレゼン力・会話力』
受講料 5,000円（龍野商工会議所
会員2,000円）
申込方法 龍野商工会議所へ電話
又はホームページから申込み
龍野商工会議所（☎63-4141、
http://tatsuno.or.jp）

9151、info@himeji-wakasapo.com）

お知らせ
出張年金相談

▼

定員 30名
内容 教養講座
※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。
申込締切 ７月24日（金）
主催 西播磨くすの木学級赤穂教
室運営委員会、兵庫県教育委員会、
赤穂市教育委員会
申込・問い合わせ先 中央公民館
（☎62-0959、ＦＡＸ62-9430）

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６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６日（月）～８
月３日（月）
（土・日・祝日は除く）
８時30分～17時
予約申込先 国保医療年金課（☎
64-3240）
※総合支所で受付はしていません。
※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。

仲間と一緒に就職を目指そう
「ホンキの就職」参加者を募集
とき ７月８日（水）、13日（月）、17
日（金）、22日（水）各日10時～15時
30分（４回の連続講座）
ところ ハローワーク龍野（龍野
町富永1005-48）
対象 15歳～39歳までの未就職の方
参加費 無料
申込方法 電話又は電子メール
事前説明会 ７月１日（水）15時～
16時※参加必須
申込・問い合わせ先 ひめじ若者
サポートステーション（☎079-222-

頼れる『中堅社員』育成講座
参加者を募集
とき ７月１日（水）、16日（木）、27
日（月）
（全３回、いずれも13時30
分～16時30分）
ところ 龍野経済交流センター２
階（龍野商工会議所）
内容 【第１回】
『 勤労意欲を高め
るモラールアップ術』、
【 第２回】
『生産性向上のためのロジカルシ
ンキング』、
【第３回】

『人に伝える、

平成26年度乗車人数

対前年度比▲7,924人

コミュニティバスは、皆さんのご利用によって運行しています。
コミュニティバスを存続させるためにも、皆さんのさらなる積極
的なご利用をお願いします。地域の足は、地域で守りましょう。
運賃 ・１乗車100円
（小学生未満は無料）
・１日乗車券300円
（車内で販売しています。運転士にお知
らせください）
運休 日曜・祝日、年末年始
（12月29日～１月３日）

約9.0％の利用者減

本市では、コミュニティバス
をはじめとする地域公共交通の
再編を実施するため、高齢者及
び障害者の方々の交通意識・交
通行動をはじめとしたアンケー
ト調査を実施（６月下旬）します
ので、調査回答へのご協力をよ
ろしくお願いします。

お知らせします

たつの市コミュニティバスの利用状況（平成26年４月～平成27年３月）
運行系統
1
2
3
4
5
6
7

龍野循環
龍野・神岡
揖西（朝夕）
揖西
揖保
光都〜しんぐう総合センター
上笹・下笹

利用者数
（人）
7,103
7,941
1,395
3,747
2,271
3,059
979

利用者数／
運行日（人）
24.2
27.1
4.8
25.8
15.3
21.1
6.8

8
9
10
11
12
13
14

運行系統

利用者数
（人）

利用者数／
運行日（人）

西栗栖〜しんぐう総合センター
香山・篠首
室津・市民病院・碇岩
竜野駅〜市民病院
揖西〜竜野駅（朝夕）
揖西〜竜野駅
南北連結
合 計

3,530
1,659
4,149
1,525
1,021
639
41,036
80,054

23.9
11.2
14.2
10.5
3.5
4.3
140.1
273.9

▲

※「光都〜しんぐう総合センター」ルート及び「西栗栖〜しんぐう総合センター」ルートは平成26年10月１
日から起終点を「播磨新宮駅」から「しんぐう総合センター」まで延伸
企画課（☎64-3141）
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▼

とき ７月10日（金）10時～12時
ところ 神岡公民館図書室、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）

障害者就労相談会

▼

就職を希望されている障害のあ
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16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 ハローワーク龍野（龍
野町富永1005-48）
定員 ３名（相談時間１人約50分）
申込方法 ７月９日（木）までに電
話又はファクシミリで申し込みく
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、ＦＡＸ
63-0863）

７月１日（水）開始

子どもたちや子育てに悩む
保護者のＳＯＳの声をいち
はやくキャッチ！
今夏の節電のお願い
今夏の電力需給もひっ迫する可
能性があるため、無理のない範囲
で、できる限りの節電にご協力を

4 広報たつの６月号

お願いします。
節電のお願い期間と時間
７月１日～９月30日までの平日
（8月13日（木）及び14日（金）を除
く）９時～20時の間
※ご 在宅の場合は、13時～16時の
節電が特に重要です。
節電のポイント
①「エアコン」 室温28度を目途に
した適切な冷房使用。すだれやグ
リーンカーテンなどで窓からの日
差しを和らげればより効果的です。
②「冷蔵庫」 設定を「強」から「中」
に変え、扉を開ける時間を減らし、
食品を詰め込みすぎない。
※食品の傷みにご注意ください。
③「照明」 不要な照明を消す。
④「テレビ」 省エネモードに設定
し、画面の輝度を下げ、必要な時
以外は消す。
⑤「温水洗浄便座」 温水のオフ機
能、タイマー節電機能を利用す
る。各機能がない場合、使わない
時はコンセントからプラグを抜く。
⑥「ジャー炊飯器」 早朝にタイ
マー機能で１日分まとめて炊い
て、冷蔵庫や冷凍庫に保存する。
⑦「その他の電化製品」 アイロ
ン、電気ポット、電子レンジ、トー
スター、食器洗い機、掃除機など、
消費電力が大きい電化製品は、特
に13時～16時を避けて使用する。
環境課（☎64-3150）
▼

身体障害者相談

御津…079

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」などの相談に応じます。
とき ７月22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）

肝臓専門医による医療講演
会・Ｂ型肝炎被害者救済制度
についての無料相談及び説明会
とき ７月５日（日）13時30分～17
時 ※事前予約不要
ところ 赤とんぼ文化ホール
内容 13時30分～公立宍粟総合病
院 矢田豊医師によるウイルス性
肝炎の最新治療についての医療講
演会 15時30分～Ｂ型肝炎特措法
説明会・個別相談会
全国Ｂ型肝炎訴訟大阪原告団・
弁護団（☎06-6857-3900）

▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

商店街へ行こう！
～商店街買い物ポイント事業～
消費需要を喚起し、商店街の販
売促進を図る県の補助事業に、市
内の２商店街が参加します。
期間中に参加店舗で買い物を
し、台紙いっぱいのシールを集め
ると、次回の買い物で金券として
利用できます。詳細は、下記商店
街へお問い合わせください。
①龍野赤とんぼ広場一番街
☎63-1811（山本）
シール配布期間 ８月17日（月）まで
引換期間 ９月17日（木）まで
②龍野ショッピング
☎63-3590（木村）
シール配布期間 12月中
引換期間 平成28年１月中

龍野青年会議所主催
前武雄市長 講演会
とき ７月13日（月）19時～21時
（受付18時30分～）
ところ 龍野商工会議所（経済交
流センター）２階大ホール
講師 樋渡 啓祐 氏（前武雄市長）
テーマ 「新しい発想で挑戦しよ
う～Positive change～」

☞ 消費生活 豆知識 Point
▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」
の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を！
●市や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払
機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
●市や厚生労働省などが手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

★ 不審な電話や書面が届いた場合は ★

たつの市児童福祉課（給付金担当）64-3169へ問い合わせを！

正社員・就職面接会
in ＨＩＭＥＪＩ
とき ７月14日（火）13時15分～16
時（受付12時45分～）
ところ 姫路キヤッスルグラン
ヴィリオホテル「鳳凰の間」
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面接
会。参加企業は約40社（予定）
対象者 概ね45歳未満の求職者
（来春卒業予定の学生などは除く）

生活習慣病教室
とき ７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 糖尿病の食事療法～バラ
ンスのよい食事と間食について～
講師 たつの市民病院管理栄養士
※事前予約不要
たつの市民病院（☎322-1121）

西播磨地域商工会
合同企業説明会
とき ７月22日（水）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）
参加企業 西播磨地域に事業所を

▼

▼

とき ７月４日（土）13時～17時
ところ 姫路商工会議所５階501
ホール（プレゼンテーション・ガ
イダンス）、２階大ホール（就職相
談会）
対象者 学生：平成28年度３月卒業
予定の方、社会人：資格・年齢不問
参加費 無料
一般社団法人兵庫県老人福祉事
業協会（☎078-291-6822）

もつ企業等約50社
対象 平成28年３月大学等卒業予
定者、ＵＪＩターン求職者、概ね
44歳以下の一般求職者
たつの市商工会（☎72-7550）

家庭不用品交換情報コーナー
※６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」
〇エレクトーン（黒、取扱説明書・
イス有）
〇ウサギ用ケージ（ピンク）
〇ガスコンロ（２口用）
「譲ってほしい品物」
〇子供服、ズボン（男女、110～
130cm）
〇お祝いの席で着用できる女性用
の服（９号、Ｍ寸）
〇半田小学校制服、体操服（男女、
130cm）
〇自転車（16～18インチ）
〇一輪車
〇チャイルドシート（０歳～）
○ベビーベット
○御 津中学校制服、体操服（女子
用、150～160cm、夏用・冬用）
※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 ７月４日（土）～８月30日（日）
（毎週月曜日休館、７月20日（月・祝）
は開館、７月21日（火）は休館）10時
～17時（入館は16時30分まで）
観覧料 大人500円、大学生350円、
高校生250円、小・中学生無料
※クールスポットにつき上記料金
半額
兵 庫 県 立 歴 史 博 物 館（ ☎ 0 7 9 288-9011）

平成27年度「老人福祉事業
就職フェアＩＮ姫路」

▼

兵庫県立歴史博物館特別企画展
「姫路 今むかし part Ⅱ」

その他 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）
ハローワーク姫路企画・情報部
門（☎079-222-4785）

▼

▼

内容 民間企業との提携により市
立図書館の利用者を大幅に増加さ
せた取り組み等について
募集人数 200名
参加費 無料
申込方法 龍野青年会議所ホー
ムページ（http://www.tatsunojc.com/）の開催案内から申込み
一般社団法人龍野青年会議所
（☎72-8641）
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人権相談

▼

とき ７月８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）

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（火）
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。
税務課（☎64-3144）

７月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき ７月14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 ７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 ７月21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）

6 広報たつの６月号

▼

公民館サークル（新公書道）、生
涯学習講座（パッチワーク教室）、
春井捷子（水彩画）、香島小学校児
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）
７月の展示
第一仏光こども園とまあや学園
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）
○

▼

▼

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 ７月18日（土）19時～21時
ところ 揖保川公民館
演題 「最先端の科学（スプリング
８を使った光の科学）」
講師 矢橋 牧名 氏（理化学研究
所、播磨研究所放射光科学総合研
究センターグループディレクター）
揖保川公民館（☎72-2412）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
７月の展示

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
７月の展示

25日（土）11時～11時30分
「ねずみ浄土」ほか

揖保川図書館

御津図書館

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
『やさい』ほか
読書会（一般）
10日（金）10時～11時30分
『祖父の流儀』鳥越俊太郎著
こどもの本を読む会
９日（木）10時～11時30分
『年とったばあやのお話かご』
『 イ タ リ ア の の ぞ き め が ね 』
ファージョン作

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
『どろだんご』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
４日（土）
・11日（土）
・18日（土）・

☎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
『ちいさなヒッポ』ほか
読書会（一般）
14日（火）13時30分～15時30分
しもじゅう あ き こ
『家族という病』下 重 暁子著

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）
○

図書館からのお知らせ
〈７月の催し〉

☎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
『ぐりとぐらのかいすいよく』ほか
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
『おさるとぼうしうり』ほか
読書会（一般）
17日（金）10時～12時
ひぐらし
き
は む ろ りん
『蜩の記』葉室麟著

▼

あいあい塾

７月

休日・夜間水道
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 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
※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）
名

前

住

所

死亡月日（年齢）

𠮷田

隆

御津町岩見

5/13（91）

石原

晴子

揖保川町片島

5/14（79）

藤川

里美

龍野町中村

5/18（81）

