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臨時福祉給付金の申請が始まります
平成27年度分住民税非課税者
（課税者の扶養親族や生活保護受給者等は除く）
支給額 支給対象者１名につき6,000円
申請期間 ８月３日（月）〜平成28年２月３日（水）
申請先 児童福祉課臨時給付金担当（本庁玄関ホール左）
各総合支所市民福祉課
児童福祉課臨時給付金担当（☎64-3169）
対象者

▲

政

日本脳炎の予防接種を
受けましょう

▼

特例措置 平成７年４月２日〜平
成19年４月１日生まれの方は20歳
未満の間日本脳炎予防接種を受け
ることができます。特に平成27年
度に18歳（高校３年生相当）になる
方（平成９年４月２日〜平成10年
４月１日生まれ）のうち、日本脳
炎２期が未接種の方は、この機会
に受けましょう。
健康課（☎63-2112）

イベント
第 6 回武家屋敷通り燈火会

▼

「たつの魅力発信ツアー」
八朔のひなまつりが開催されて

新宮図書館夏休み行事
「夕ぐれどきの怖いおはなし会」
暑い夏に、怖いおはなしを聞い
て涼しくなりませんか？
とき ８月21日（金）
第１部 18時30分〜18時50分
第２部 18時50分〜19時30分
※当日は20時まで延長開館
ところ 新宮図書館研修室
対象 第１部 小学１年生以上
第２部 小学３年生以上（いずれ
も大人可）※お子さんの送迎は必
ず保護者が行ってください。
定員 各部30名（先着順）
申込み ７月30日（木）〜（電話可）
申込先 新宮図書館（☎75-3332）
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夏休みお楽しみ人形劇
小さいお子さんも大きいお子さ
んも楽しめるお話です。
とき ８月23日（日）11時〜11時45
分 ※10分前にはご来館ください
ところ 御津図書館
演者 人形劇団ぺこちゃん
演目 「なかよし」、
「こぶた４ひき
ちんちろりん」ほか
対象者 ３歳以上（保護者も可）
定員 60名（先着順）
申込先 御津図書館（☎322-1007）

サタデーナイト
ロビーコンサート vol.54
アマチュア音楽グループによる
ライブ音楽を気軽に楽しむイベン
トを開催します。
※今回は 場所拡大企画 として通常
と異なる曜日、会場で開催します。
とき ８月２日（日）16時30分〜
ところ アクアホール
入場料 無料
出演バンド ○前半（16時30分〜
17時45分）
「 ケチャップマヨネー
ズ？」○後半①（18時30分〜19時）
「Ｔ−Ｃａｆｅ」○後半②（19時〜
19時30分）
「 ザ・ヘルスマーケッ
ト・フォークソング部」
※前半は場所拡大企画特別コン
サートの為、要予約。
赤とんぼ文化ホール
（☎63-1888）
▲

歴史的建造物活用支援事業を活
用し燈火会を開催。1200あまりの
燈火に映し出された情緒溢れる町
並みをお楽しみください。
とき ８月14日（金）18時50分〜21
時 ※雨天時は15日（土）
ところ 龍野町中霞城地区（旧脇
坂屋敷と周辺通り）
武家屋敷通り燈火会実行委員会
（☎62-0818）

いる室津と龍野の町並みを巡るバ
スツアーを開催します。
★八朔のひなまつりコース
とき ８月23日（日）９時〜16時
（終了予定）
募集人数 30名（先着順）
参加費 2,000円（昼食、施設入場
料含む）
申込受付開始日 ８月３日（月）８
時30分〜（市外の方を優先し、定
員になり次第締切）
今後の予定 ○11月15日（日）紅葉狩
りコース ○平成28年２月７日（日）町
ぢゅう美術館とかきシーズンコース
申込先 商工観光課（☎64-3156）

月

いひほ講座
とき ８月22日（土）14時〜
ところ 揖保川公民館
演題 「古代人のくらしと民俗」
講師 埴岡 真弓 氏（播磨学研究所）
参加費 200円
いひほ学研究会（☎323-3171）

▼

８月初旬に、
対象と思われる方に申請のご案内を送付します。
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たつのプレミアム商品券２次販売を行います

▲

種類 「大型店・量販店・コンビニ店用」
「専門店用」
販売価格 各種類１冊 10,000円（1,000円券×12枚綴）
※応募１名につき各種類５冊まで、たつの市民のみ購入できます。
販売日時・場所 ８月29日（土）
・30日（日）９時〜16時・市役所分庁舎
及び各総合支所
申込方法 往復はがきで申込。１名につき１枚、応募多数の場合は抽
選。抽選結果は返信用はがきを販売日までに郵送。
※希望するすべての商品券が購入できない場合があります。
記入方法 【往信面】
「〒679-4192たつの市商工観光課」※右側は何も記
入しないでください。
【返信面】申込者の郵便
番号・住所・氏名を
記入。右側には、申込
者の①住所②氏名③フ
リガナ④生年月日⑤電
話番号⑥購入希望冊数
（種類ごとに明記）⑦購
入希望場所を記入。
申込期間 ８月３日（月）〜11日（火）当日消印有効
商工観光課（☎64-3156）
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募

集

市立保育所・こども園
臨時保育士・保育教諭を募集

▼

応募資格 保育士資格、幼稚園教
諭免許、自動車通勤が可能な方
勤務時間 ７時間45分
賃金 日額7,870円
応募方法 所定の登録申請書に記入
の上、履歴書と資格免許の写しを提出
応募人数 数名
募集期限 随時
児童福祉課（☎64-3222）

結婚希望者に出会いの場を
提供する団体を募集
市内で若者の出会いの場を提供
するイベントを計画し、実施する
団体に対し補助金を交付します。
対象団体 市内に居住又は勤務す
る方で構成する団体
募集期間 平成28年２月末まで
予算額に達し次第締切
補助金額 イベント１回につき10
万円以内
※詳細はお問い合わせください。
児童福祉課（☎64-3153）

▼

▲

わくわくひろば
「お絵かき大会」
とき ８月７日（金）10時30分〜11
時30分
ところ 揖保川公民館２階
持ち物 着替え、タオル、お茶（汚

▲

「子育てつどいの広場」
イベント情報

龍 野：28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 ８月31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

▲

▲

誰もが参加できる水泳記録会で
す。大会新記録が出やすいよう年齢
区分を細かく設定してあります。
とき ９月６日（日）８時30分〜
ところ 新宮温水プール
対象者 参加する種目を泳ぎきる
泳力のある方
参加料 1,100円（３種目以内・プ
ログラム代含む）
種目 自由形、背泳ぎ、平泳ぎ、バ
タフライのそれぞれ25・50・100ｍ、
（自由形のみ200ｍ有）個人メドレー
100・200ｍ、板キック25ｍ、フリー
リレー100ｍ、メドレーリレー100ｍ
申込締切 ８月21日（金）
※当日の一般利用は、15時〜
新宮温水プール（☎75-5151）

れてもよい服装でお越しください。）
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「動く・こどもの館号」がやってくる！
とき ８月19日（水）10時30分〜
ところ 御津総合支所２階
内容 親子あそび・人形劇など
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「おたのしみ広場」
とき ８月21日（金）10時〜
ところ 新宮子育てつどいの広場
砂場（新宮こども園内）
内容 砂場遊びとコーラ煮
※要事前申込み（電話可）
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「赤とんぼの子育て隊まつり」
とき ８月26日（水）10時〜12時
ところ はつらつセンター２階・３階
内容 遊びコーナー・フリーマー
ケットなど
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
８月の絵本の読み聞かせ
新 宮：４日（火）11時〜
御 津：18日（火）11時30分〜
揖保川：19日（水）11時〜
▲

新宮スイムフェスティバル

御津…079

「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。
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002）
塩田温泉とヤマサかまぼこ
とき ９月10日（木）
集合時間 ９時45分
集合場所 桑の実園

各語学講座の募集
スペイン語講座第２講座（初級）
〜動詞を詳しく学びます〜
とき ８月20日・27日・９月３
日・10日・17日（全５回 毎木曜
日）18時30分〜20時
ところ はつらつセンター１階研修室
講師 アナロサ・アレドンド・ゴ
ンザレス 氏
中国語特別講座第３講座（初級）
〜中国語を楽しく学びましょう〜
とき ８月20日・27日・９月３
日・10日・17日（全５回 毎木曜
日）13時〜14時30分

人権問題文芸作品
「のじぎく文芸賞」を募集
人権文化の創造や人権課題の解決
に関する文芸作品を募集しています。
応募資格 兵庫県内在住又は在
勤、在学の方
応募規定 ①人権に関する小説、
随想（手記・作文）、詩、創作童話
②インターネット上を含む未発
表・未投稿（他の文芸賞等への重
複応募を含む）の自作品に限りま
す。文字数制限あり。
応募方法 郵送
応募期限 ９月10日（木）当日消印
有効
応募・問い合わせ先 （公財）兵庫
県人権啓発協会（〒650-0003 神戸
市中央区山本通４丁目22番15号 県
立のじぎく会館内☎078-242-5355）

『清掃スタッフ講習会』
受講生を募集
清掃スタッフを求人している事
業主との面接会もあります。仕事
に就くチャンスです。
とき ８月24日（月）〜31日（月）
９時30分〜16時（土・日を除く）

第141回日商簿記検定３級
受験対策講座受講者を募集
とき ９月１日（火）〜11月13日
（金）
（全23回）／講義（18回）18時30
分〜20時30分 模試（５回）18時15
分〜20時45分
ところ 龍野経済交流センター２
階セミナー室（龍野町富永702-１）
内容 簿記の基礎知識から決算書
作成までを学び、11月15日開催の
試験合格を目指します。
講師 近畿税理士会龍野支部税理
士 中川 直美 氏
定員 25名
受講料 ①講義及び模試受講
30,000円（龍野商工会議所会員は
20,000円）②講義のみ22,000円（龍
野商工会議所会員は15,000円）③
模試のみ8,000円（龍野商工会議所
会員は5,000円）
［いずれも税込］
テキスト代2,060円［税込］
（練習問
題、過去問題含む）
※３級検定料
（2,570円）
は含まない。
申込先 龍野商工会議所（☎634 1 4 1 ）Ｈ Ｐ（ h t t p : / / t a t s u n o .
or.jp）からも受付しています。

市の水洗化状況

下水道課
（☎64-3168）

▼

▼

★秋祭り料理体験
とき ９月３日（木）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・上履き
参加費 1,000円程度
★れんこん掘り体験
とき ９月12日（土）10時〜12時
募集人数 20名（先着順）
持ち物 着替え・タオル
※汚れてもよい服装でお越しください。
参加費 1,000円程度
★れんこん料理体験
とき ９月14日（月）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・上履き
参加費 1,000円程度
※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。
道の駅みつ体験学習室（☎3228020）

ところ 市福祉会館
応募資格 55歳以上の方で、ハロー
ワークに求職登録されている方
受講料 無料
募集期限 ８月14日（金）
申込先 たつの市・太子町広域シル
バー人材センター各支部及び各事業所
たつの市・太子町広域シルバー
人材センター（☎62-4311）

▼

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

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 各15名程度（先着順）
参加費 各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）

▼

御津在宅介護支援センター（☎
324-0767）
南京町散策と神戸メリケンパー
クオリエンタルホテルのランチ
とき ９月11日（金）
集合時間 ９時
集合場所 シスナブ御津

市内全ての家屋で下水道等が使用できるように整備を行っていま
す。下水道への接続がお済みでない家屋をお持ちの方は早急に接続
をお願いします。平成26年度末の水洗化率は92.53％で、各地区の水
洗化率は次のとおりです。
（％）
100.00
95.00
92.53
90.00

91.02

94.13

96.60
92.50
85.27

85.00

83.38

95.50

93.88

86.23

80.00
75.00

龍野

小宅

揖西

揖保

誉田

神岡

新宮

揖保川

御津
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▼

とき ８月７日（金）10時〜12時
ところ 小宅公民館談話室、新宮
総合支所相談コーナー
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
※事前予約不要。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）

知的障害者相談

▼

とき ８月19日（水）９時30分〜15時
ところ 新宮ふれあい福祉会館相
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）

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 ８月20日（木）13時30分〜16
時30分（受付13時〜）
ところ 揖保川総合支所202会議室
相談機関 ハローワーク龍野
定員 ３名（相談時間１人約50分）
申込方法 ８月13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

定員 150名（要申込）
持ち物 筆記用具、飲み物
参加費 無料
申 込 先 は つ ら つ セ ン タ ー（ ☎
63-2112）、新宮保健センター（☎753110）、揖保川保健センター（☎726336）、御津保健センター（☎322-3496）

▲

身体障害者相談

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）

みんなで子育て支援講座
ことばが遅い、落ち着きがない、
友達とうまく遊べないなど、行動
や育児が気になる児童の保護者を
対象に講座を開催します。講義と
保護者同士の話し合いを中心に、
子どもへの言葉かけ、かかわり方
を学びます。
とき ９月４日（金）、18日（金）、10
月２日（金）、16日（金）、30日（金）
全５回９時30分〜11時30分
ところ はつらつセンター３階会
議室
対象者 行動や育児が気になる２
歳から就学前までの児童の保護者
で、継続して講座に参加できる方
申込期限 ８月７日（金）
申込先 地域福祉課（☎64-3204）、
新 市民福祉課
揖市
（☎75-0253）、○
○
御 市民福
民福祉課（☎72-2523）、 ○
祉課（☎322-1451）

たつの市周辺地域の事業所によ
る合同就職説明会を開催します。
キャリアカウンセラーによる就
職相談コーナーとあわせ、農業・
漁業への就職、定住支援に関する
情報提供コーナーを設けます。
とき ８月26日（水）13時〜16時
（受付12時30分〜）
ところ 青少年館ホール
対象 平成28年３月大学等卒業見
込者、概ね44歳以下の既卒若年者
参加事業所 たつの市や周辺地域
の事業所20社程度（詳細は、市ホー
ムページ等でお知らせします。）
※事前予約不要、参加費無料、途
中入退場可
商工観光課（☎64-3156）

いきいき百歳体操講演会

赤とんぼ BIKER S MEETING

「いきいき百歳体操」を通して高
齢者の健康づくり、閉じこもりゼ
ロの元気な地域づくりを学びます。
とき ８月25日（火）14時〜15時30
分（受付13時30分〜)
ところ はつらつセンター３階多
目的ホール
内容 講演「今こそ地域のパワー
を！〜いきいき百歳体操から地域
づくりへ〜」
講師 関西福祉大学社会福祉学部
准教授 谷川 和昭 氏

とき ８月８日（土）12時〜21時、
９日（日）９時〜12時
ところ 揖保川河川敷千鳥ヶ浜
参加費 ２Days パス2,500円、
９日のみ1,000円、中学生以下は
無料、４輪車両駐車料金500円
内容 ゲストCOOLSライブ、ア
マチュアバンド演奏、地元園芸団
体 他、両日アトラクション、チャ
リティーオークション
申込・問い合わせ先 赤とんぼ
BIKER S MEETING実行委員

たつの就職・定住応援フェア

▼

お知らせ

御津…079

危機管理課（☎64-3219）

▲

ひょうご地域安全SOSキャッチ電話相談

路上や公園、住宅等の身近なところで発生する犯罪など、日常生活の中で異変に気づいた時に、匿名で
も気軽に通報・相談できる電話相談窓口を、兵庫県と兵庫県警察が共同で開設しています。
内容に応じて県・市町や警察などに迅速・適切につなぐことにより、事件等の未然防止や早期発見を図
いざツーホー
ります。
電話番号 ０７８−３４１−１３２４
開設日時 月〜金曜日 ９時〜16時（祝日、12月29日〜１月３日を除く） ※電話相談のみ
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☞ 消費生活 豆知識 Point
火災保険を利用すると
事例

リフォーム
で
し
な
金
担
「負
て本当！？
っ
」
！
る
き
で

訪問業者から火災保険で屋根の修繕ができると言われた。保険会社への手続きも
業者がすると言われて契約したが保険金は少額しか出なかった。
★請求した保険金が支払われず工事費が自己負担になったり
高額な解約料を請求されたりするケースもあります。
★保険を利用して住宅の修繕をする場合は・・・
自分で保険会社へ確認しましょう。
①保険支払の対象になるか、請求可能額はいくらか。
②申請手続きはどうするのか。
★工事を依頼する時は複数業者から見積もりを取りましょう。
▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

SELECTION はりま 2015

▼

御津の森を探検しよう
夏
in みはらしの森○

税関では、お預かりしている次
の通貨及び証券等をお返ししてい
ます。
○終戦後、外地から引き揚げてこ
られた方々が、上陸地の税関、海
運局に預けられた通貨及び紙幣。
○外地の集結地において、総領事
館等に預けられた証券等のうち、
日本に送還されたもの。
※返還のお申し出は、ご本人だけ
でなく、ご家族の方でも結構です。
【保管物の一般公開日程】
とき ８月19日（水）、20日（木）10
時30分〜15時30分
ところ 姫路みなとミュージアム
（姫路市飾磨区須加294姫路ポート
センター２階）
税関イメージ
キャラクター
カスタム君

姫 路 税 関 支 署 管 理 課（ ☎ 0 7 9 235-4571）

▲

とき ８月１日（土）９時30分〜12時
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
参加費 無料
持ち物 飲み物、筆記用具、雨具
※雨天時は自然物を使った工作

終戦当時引揚者の皆さまへ

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 ８月15日（土）19時〜21時
ところ 揖保川公民館
演題 「世界に誇る日本酒」
講師 上田 護国 氏（上田酒類総
合研究所代表）
揖保川公民館（☎72-2412）

▲

西播磨地域の企業が参加する、
新卒者・３年以内既卒者向けの就
職面接相談会です。
とき ８月28日（金）13時30分〜16
時（受付12時30分〜）
ところ 姫路キヤッスルグラン
ヴィリオホテル３階 鳳凰の間（姫
路市三左衛門堀西の町210）
対象 ①平成28年３月大学・短
大・高専・専修学校の卒業見込者
②平成25年３月以降、①の学校を
卒業後、安定した職業に就いた経
験がない方
※履歴書持参
※事前予約不要、参加費無料、途
中入退場可
ハローワーク姫路 学卒部門（☎
079-222-4690）

主催・申込先 ＮＰＯハートヴェ
も み
ルニ 茂見（☎090-6606-4302）又は
髙部（☎090-7113-7081）

家庭不用品交換情報コーナー
※７月７日時点の登録品です。
※下線のものは有料（要相談）
「譲ってほしい品物」
〇半田小学校制服、体操服（男女、
130cm）
〇御津中学校制服、体操服（女子
用、150〜160cm、夏用・冬用）
〇ベビーベッド
〇自転車（16〜18インチ）
〇一輪車
〇卓球台
〇ポット苗箱（みのる式）
〇は種機（みのる式ポット苗箱用）
○ 揖西西小学校制服（女子用130cm）
※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）
○
▼

会（☎080-4021-7010）
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▼

国民健康保険税（普通徴収分）
全期・第１期分
固定資産税・都市計画税
第２期分
納期限 ７月31日（金）
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）

８月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき ８月11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 ８月13日（木）13時〜15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき ８月18日（火）13時〜15時
ところ 揖保川総合支所１階
〈御津〉
とき ８月10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）

第２回

▼

今月の市税

公民館サークル（竹とんぼ）、市
民大学講座（陶芸・短歌）、武木田
昇（水墨画）、名村正則（能面）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）
８月の展示
サルビア園利用者が、牛乳パッ
クを再利用して作製した楽しい貼
り絵を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
８月の展示
河内幼稚園４・５歳児の絵画を
展示します。
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

ところ

龍野図書館（☎62-0469）
読書会（一般）
14日（金）10時〜11時30分
す ぺ い ん けん
いえ
『西班牙犬の家』佐藤 春夫 著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん（２〜４歳児、保護者）
10日（月）
・16日（日）
・24日（月）11
時〜11時20分
「むんむんあついひ」ほか
おはなしのじかん（５歳児〜）
１日（土）
・15日（土）
・22日（土）
・
29日（土）10時15分〜10時45分
「ターちゃんとペリカン」ほか
市民との
対話事業

ＪＲ山陽本線竜野駅周辺の未来を一緒に語りましょう
８月19日（水）
参加自由！
19時〜（90分程度）
１人でも参加いた
揖西、揖保地区など
揖保川総合支所
だけます
竜野駅利用者の
４階ふれあいホール
参加者大歓迎！
▲

広報秘書課（☎64-3211）
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えほんのじかん
９日（日）
・16日（日）
１歳〜４歳児、保護者 11時〜11
時20分
『どうやってねるのかな』ほか
５歳児〜 11時30分〜11時50分
『はちうえはぼくにまかせて』ほか
読書会（一般）
11日（火）13時30分〜15時30分
『ようこそ、わが家へ』池井戸 潤 著

図書館からのお知らせ
〈８月の催し〉

たつのまちづくり元気アップサロン

テーマ
と き

えほんのじかん（３〜５歳児、保護者）
８日（土）
・15日（土）10時30分〜10
時50分
『はなびドーン』ほか
おはなしのじかん（小学生以上〜）
８日（土）
・15日（土）11時〜11時30分
『海べのあさ』ほか
読書会（一般）
21日（金）10時〜12時
『約束 満州の孤児たちの生命の
輝き』増田 昭一 著

御津図書館（☎322-1007）

▼

▼

とき ８月５日（水）13時〜15時
ところ 市役所１階相談室
人権推進課（☎64-3151）

揖保川図書館（☎72-7666）

ふれあいこみち
（JR 播磨新宮駅舎）
８月の展示

▼

人権相談

８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＞
㈲中元設備工業 （☎72-3415）
＜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〜31日 増本商店
（☎322-0129）

ご冥福をお祈りします
※６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

大塚む の
田口 君代
横山よし子
衣笠 正夫
白井
清

住

所

龍野町片山
揖保町栄
龍野町大手
新宮町新宮
誉田町広山

死亡月日 （年齢）
6/12（105）
6/14（87）
6/16（93）
6/18（91）
6/25（85）

