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広報たつの

行　政  
特定健康診査未受診者
対策事業を実施します

　特定保健指導等の保健事業に携
わっている保健師・管理栄養士又
は看護師による、電話での特定健
康診査の受診勧奨を実施します。
期間　９月24日（木）～12月25日
（金）月曜日～金曜日の８時30分～
18時
対象者　国民健康保険加入者の
内、平成27年度にまだ特定健康診
査を受診されていない方
委託先　兵庫県国民健康保険団体
連合会（神戸市中央区三宮町１丁
目９番1-1801号）、株式会社名豊
（名古屋市中区松原２丁目２番33
号）

▼国保医療年金課（☎64-3149）

イベント  

あなたを応援します
婚活フェス in 赤とんぼ荘

　素敵な出会いを探してみません
か。
とき　11月15日（日）10時30分～14
時30分（受付10時～）
ところ　赤とんぼ荘
内容　楽しいゲームやバイキング
料理等で交流します。
参加対象者　25歳から50歳までの
独身の方で、市内在住・在勤の方
募集人数　男女各20名（応募多数
の場合は抽選）
参加費　2,000円
応募方法　参加申込書（市役所及
び各総合支所に設置、市ホーム
ページに掲載）に記入の上、持参、
郵送又はＦＡＸ
申込期限　10月15日（木）

主催　たつの市連合婦人会

▼連合婦人会事務局（総務課内☎
64-3142、FAX 63-2594）

たつの市障害者レクリエー
ション・スポーツ大会　　

　障害者の方々の健康増進と交流
の輪を広げることを目的に開催し
ます。
とき　11月29日（日）９時30分～15
時
ところ　西播磨総合リハビリテー
ションセンターふれあいスポーツ
交流館
対象者　障害者手帳をお持ちの方
参加費　無料
競技種目　囲碁ボール・輪投げ・
フライングディスク等
申込期限　10月23日（金）
※身体障害者福祉協会、手をつな
ぐ育成会会員は団体を通じて
お申込みください。

申込・問い合わせ先　地域福祉課
（☎64-3204）

授産製品共同販売会

　10月12日開催の「ふるさとフェ
スタ」において、市内の障害者福
祉施設で障害のある方々がひとつ
ひとつ心をこめて手作りした授産
製品（パン、クッキー、小物など）
の販売会を行います。
とき　10月12日（月・祝）10時～15
時30分
ところ　たつのふるさとフェスタ
会場（龍野ライオンズクラブブー
ス）
出店施設　愛ランド・アルーラ・
いねいぶる・えびす・龍野つくし
園・メイプル・レインボー

▼龍野ライオンズクラブ事務局
（☎63-0893）

龍野図書館
親子でわらべうたを楽しもう

とき　第１回　10月24日（土）
　　　第２回　11月１日（日）
　　　第３回　11月７日（土）
いずれも11時～11時40分
ところ　龍野図書館２階研修室
講師　小早川 美鈴 氏
対象　０歳～３歳児と保護者
定員　親子15組
申込期間　10月１日（木）～（電話
可、定員になり次第締め切り）
申込先　龍野図書館（☎62-0469）

揖保川図書館
育じい・育ばあのための

絵本講座

　孫育てをしている祖父母向けの
絵本講座を開催します。「いつも同
じ本しか読みません」「感情をこめ
て読むほうがいいの？」など、絵
本や読み聞かせに関する疑問に図
書館員がお答えします。
とき　10月27日（火）10時～11時
ところ　アクアホール２階第３会
議室
講師　図書館職員
対象者　４歳以下のお孫さんをお
持ちの方や、子どもと本に関わる
方
定員　20名（先着順）
申込期間　９月26日（土）～（電話
可、定員になり次第締め切り）
申込先　揖保川図書館（☎72 -
7666）
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　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
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　30㎡ 5,000円（年
額）、50㎡ 8,400円（年額）
申込方法　印鑑を持参の上、御津
総合支所地域振興課へお申込みく
ださい。
申込期間　10月16日（金）まで
※応募多数の場合は抽選

▼御津総合支所地域振興課（☎
322-1001）

「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　11月12日（木）14時～
自宅で出来る感染予防「インフ
ルエンザ・ノロウイルス」

西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
とき　11月14日（土）10時～
安心して移動するために「移動
補助具の選び方」

ジュネスしんぐ在宅介護支援
センター（☎75-5228）
とき　11月21日（土）10時～
講演会「高齢者の病気対策アラ
カルト⑫」

御津在宅介護支援センター（☎
324-0767）
とき　11月27日（金）10時～
車いす体験

「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②薄口醤油
とかまどごはん体験
とき　11月５日（木）10時～14時

講師　野口 瞳 氏（アロマテラ
ピーインストラクター）
定員　25名（先着順）
参加費　300円
※要事前申込

▼御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
10月の絵本の読み聞かせ
新　宮：13日（火）11時～
御　津：20日（火）11時30分～
揖保川：21日（水）11時～
龍　野：29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　10月５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

募　集  
生活支援ボランティアを募集

　平成29年４月から実施される
「介護予防・日常生活支援総合事
業」の整備に向けて、高齢者の暮
らしのちょっとした困りごとをお
手伝いする生活支援ボランティア
を随時募集しています。
活動内容　買い物、掃除、洗濯、
衣替え、ゴミ出し、話し相手等の
専門技能を要しない互助活動
申込・問い合わせ先　たつの市社
会福祉協議会（☎63-5106）

子育てつどいの広場
「うんどう会」参加者を募集

とき　10月22日（木）10時～12時
ところ　青少年館体育室
内容　体操・玉入れ・親子競技な
ど
対象者　乳幼児とその家族
定員　120名（先着順）
参加費　子ども１人につき300円
申込期限　10月13日（火）
申込方法　各子育てつどいの広場
へ参加費を添えて申込み。
申込・問い合わせ先　各子育てつ
どいの広場（龍野☎62-9255、新宮
☎75-4646、揖保川☎72-6577、御
津☎322-2208）

室津海駅館　講演会

とき　10月18日（日）13時30分～
ところ　室津海駅館
講師　鳥越 皓之 氏（大手前大学
　副学長）
演題　「唱歌『春の小川』で歌わ
れた小川はその後どうなったの
か？」
入場料　無料
定員　30名（先着）
申込先　室津海駅館（☎324-0595）

いひほ講座

とき　10月17日（土）14時～
ところ　揖保川公民館
演題　「古代人の信仰とカミマツ
リ」
講師　坂江 渉 氏（ひょうご歴史
研究室研究コーディネーター）
参加費　200円▲

いひほ学研究会（☎323-3171）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

わくわく親子講座
「遊ぶことの大切さ」
とき　10月１日（木）・28日（水）10
時～
ところ　はつらつセンター２階
講師　入江 巧造 氏（元小学校校
長）

▼龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「みんなで守ろう交通ルール」
とき　10月７日（水）10時～
ところ　揖保川公民館２階
講師　たつの警察署

▼揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「チャイルドシート装着講習会」
とき　10月14日（水）10時～
ところ　新宮こども園遊戯室
講師　JAF兵庫支部交通環境係

▼新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「アロマのおはなしとポプリ作り」
とき　10月21日（水）10時～
ところ　御津総合支所２階
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3広報たつの９月号

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　1,200円程度　
★第２弾秋の漁師料理体験
とき　11月12日（木）10時～14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・上履き
参加費　1,000円程度
★そば打ち体験
とき　11月15日（日）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　1,500円程度　
★冬のおばんざい料理体験
とき　11月27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・上履き　　
参加費　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、体験、研修
などに利用できます。

▼道の駅みつ体験学習室（☎322-
8020）

兵庫県立ものづくり大学校
入校生を募集

募集コース（定員）
【住宅系】住宅設備コース・木造建
築コース（各15名）
【機械系】機械加工コース（15名）、
機械製図・工作コース（10名）　
【金属系】溶接コース・金属塗装
コース（各15名）、ものづくり複合
コース（10名）
対象者　高等学校等新規学卒者、
18歳以上の求職者（機械製図・工
作コースは概ね40歳未満の求職
者、ものづくり複合コースは15歳
以上の求職者）
訓練期間　平成28年４月～平成29
年３月

出願期間　10月１日（木）～21日（水）
選考日　10月28日（水）
試験内容　面接、学力試験（数学
Ⅰ、数学Ａ）ただし、ものづくり
複合コースの学力試験は義務教育
修了程度の国語、数学等
授業料　無料（諸経費：自己負担
４万円程度、別途検定受験料等必要）

▼兵庫県立ものづくり大学校（☎
079-240-7077）

兵庫県立但馬技術大学校
学生の募集

募集学科　機械制御工学科、建築
工学科、自動車工学科
試験区分　推薦入校試験
試験日　10月24日（土）
募集期間　10月１日（木）～16日
（金）
その他　一般入校試験は、11月28
日（土）に行います。

▼兵庫県立但馬技術大学校（☎
0796-24-2233）

お知らせ  
身体障害者相談

とき　10月９日（金）10時～12時
ところ　中央公民館工芸実習室、
御津公民館会議室
相談員　身体障害者相談員
対象者　市内在住の身体障害のあ
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）

たつの市都市計画
マスタープラン（素案）
パブリックコメント

　平成21年の「たつの市都市計画
マスタープラン」策定以降、急激
な人口減少や超高齢化の進展な
ど、本市を取り巻く環境は大きく
変化しています。
　こうした新たな課題への対応を
踏まえ、この度、都市計画マスター

プランの改定案を作成しましたの
で、意見を募集します。
意見を提出できる方　市内在住又
は在勤、在学の方。市内に事務所、
事業所を有する方。市税の納税義
務を有する方。意見募集の対象案
件に利害関係のある方。
閲覧場所　都市計画課、各総合支
所地域振興課
※市ホームページにも掲載
意見の提出方法　閲覧場所に設置
又は市ホームページ掲載の意見書
様式に記入の上、持参又は郵送（当
日消印有効）、ファックス、電子
メールにて提出
募集期間　10月19日（月）まで

▼ 都市計画課（☎6 4 - 3 2 2 3、
FAX63-2594、〒679-4192市役所
専用郵便番号）

地球環境時代！
新しいライフスタイル
展開キャンペーン

　新しいライフスタイル委員会と
兵庫県が、地球環境に配慮した新
しいライフスタイルを呼びかける
キャンペーンを行います。次のこ
とを心がけ、環境に負荷を与えな
い生活を実践しましょう。
≪環境にやさしい買い物≫
　買い物袋を持参し、次のものを
選びましょう。
・「再生品」「地元産」「旬」のもの
・包装の少ないもの
・詰替用の商品
・はかり売りのもの
・容器は再利用できるもの又は長
く使えるもの
≪省エネ生活の徹底≫
・不要なテレビ、照明は消灯する
・不要な冷暖房は控える
・冷蔵庫は整理整頓し、扉の開閉
回数を少なくする

・入浴時はお湯やシャワーの使い
すぎに注意する

・駐停車時はアイドリングストッ
プする
実施期間　10月１日（木）～31日（土）

▼環境課（☎64-3150）
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【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791　御津…079

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
者やその保護者等を対象に、無料
の個別相談会を実施します。一人
で悩まず、専門家に相談してみま
せんか。
とき　10月21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　事前に電話でお申込みくだ
さい。（予約優先）

▼商工観光課（☎64-3156）

10 月は乳がん撲滅月間
龍野城でピンクリボン
ライトアップします

とき　10月１日（木）～３日（土）19
時～22時
ところ　龍野城隅

すみやぐら

櫓
　ピンクは、乳がんに立ち向かう
希望の色と言われ、ピンクリボン
運動には、女性は、自分自身が、
男性は、パートナーや家族が、乳
がんの正しい知識と早期発見の大
切さに気づき、乳がん検診を受け
るという願いがこめられています。
　早期発見、早期治療のため、定
期的に乳がん検診を受けましょう。

▼健康課（☎63-2112）

特定医療費（指定難病）
受給者証更新交付申請
手続きについて

対象者　有効期間が平成27年12月
31日までの特定医療費（指定難病）
受給者証をお持ちの方で、平成28
年１月１日以降も引き続き受給者
証の交付を希望される方
更新受付期間　10月１日（木）～11
月30日（月）（ただし土日祝は除く）
必要書類　更新手続きのご案内を
９月末までに、各受給者あてに発
送します。10月上旬までに届かな
い場合は健康福祉事務所にお問い

合わせください。
※臨床調査個人票（更新用）を医師
に記入していただくことが必要
です。
申請・問い合わせ先　兵庫県龍野
健康福祉事務所（保健所）地域保健
課（☎63-5686）

龍野甲冑着付体験

とき　10月４日（日）、25日（日）午
前の部：10時～12時、午後の部：
13時～15時
※着付時間を含む。
ところ　龍野城内
体験料金　大人3,000円、子ども
2,000円（小学生以上、身長100㎝
～140㎝位まで）
定員　午前の部、午後の部とも各
３名
　上記日程以降も実施中。詳細は
お問い合わせください。
申込・問い合わせ先　ＮＰＯ法人
ひと・まち・あーと（☎63-5001
※月～金の10時～19時、http://
samuraicode.jp/kabuto/）

第 29回姫路矯正展

とき　10月17日（土）10時～16時、
18日（日）10時～15時
ところ　姫路少年刑務所構内（姫
路市岩端町438番地）
内容　刑務所作業製品の展示即
売、施設内部の見学、「生命のメッ
セージ展」、受刑者の陶芸作品の
展示等

▼姫路少年刑務所（☎079-293-
4133）

ＭＯＡ美術館児童作品展

　市内小学校１年～６年生の入賞
入選作品を展示します。
とき　10月10日（土）、11日（日）（表
彰式：11日14時～）
ところ　龍野経済交流センター１
階ギャラリー（龍野町富永702-1）
主催　ＭＯＡ美術館

▼公益財団法人岡田茂吉美術文化
財団 前田（☎62-0331）

まちづくりに役立つ
オータムジャンボ宝くじ

　オータムジャンボ宝くじの収益
金は、各都道府県の販売実績等に応
じて交付され、まちづくりに役立て
られています。ぜひ、県内の宝くじ
売り場でお買い求めください。
販売期間　９月28日（月）
～10月16日（金）
抽選日　10月23日（金）

▼（公財）兵庫県市町村
振興協会（☎078-322-1151）

いい歯の日
歯ッピーフェスタ 2015

とき　10月25日（日）10時～13時
ところ　はつらつセンター 
対象者・定員（歯科健診は全て共通）
○幼児（３～５歳）：200名（ブラッ
シング指導、フッ化物塗布）
○学童（６～12歳）：100名（ブラッ
シング指導、フロッシング指導、
フッ化物洗口体験）
○高齢者（60歳以上）：30～40名
（咀嚼能率、咬合圧、唾液分泌量
測定等各種検査）
○その他：クイズスタンプラ
リー、口腔ケア体験、手作りおや
つ無料配布など
申込期間　９月28日（月）～10月16日
（金）13時～17時（土、日、祝日は除く）
申込方法　電話で申込み

▼揖龍歯科医師会（☎64-2120）

遺言や大切な契約を
公正証書が守ります

10月１日～７日は公証週間です
　遺言や任意後見契約、金銭消費
貸借・土地建物の賃貸借などの大
切な契約を公正証書で作成してお
くことで、権利の争いを未然に防
ぎ、あなたの財産を守ります。公
正証書の作成をおすすめします。
　公正証書などに関するお問い合
わせは、龍野公証役場へご相談く
ださい。相談は無料です。
　毎日（平日）受け付けています。
※公証週間期間中には、日本公証
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大会議室
テーマ　生活習慣病と災害について
講師　たつの市民病院看護師
※事前予約不要

▼たつの市民病院（☎322-1121）

献血にご協力をお願いします

◇ハリマ新宮ライオンズクラブ共催
とき　10月16日（金）10時～11時30
分、12時45分～15時30分
ところ　新宮総合支所
◇ハリマ御津ライオンズクラブ共催
とき　10月29日（木）10時～11時30
分、12時45分～15時30分
ところ　御津総合支所
※両日時とも400ml限定

▼健康課（☎63-2112）

家庭不用品交換情報コーナー

※９月４日現在の登録品です。
※下線のあるものは有料（要相談）
です。

「譲りたい品物」
〇ＩＨヒーター（パナソニック、
２口用）
「譲ってほしい品物」
〇小宅小学校制服、体操服（女子
用、120～130cm）

〇龍野体育館スイミングスクール
水着（女児用、130cm）
〇穀物搬送袋ロンバッグ
○自転車（婦人用26インチ）
※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）

10月の行政相談

〈龍野〉
とき　10月13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　10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　10月20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　10月５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）

人連合会でも電話相談を受け付
けています。
受付時間　９時30分～12時、13時
～16時30分
電話番号　03-3502-8239（代表）

▼龍野公証役場（☎62-1393）

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　10月17日（土）19時～21時
ところ　揖保川公民館
演題　「数学的感覚を高めよう」
講師　綾部 顕 氏（姫路数学クリ
ニックＡＫ夢塾代表）
【特別講座】
とき　10月31日（土）19時～21時
ところ　揖保川公民館
演題　「姫路城昭和の大修理につ
いて」
講師　西村 吉一 氏（姫路市文化
財保護協会理事）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

生活習慣病教室

とき　10月14日（水）14時30分～
ところ　たつの市民病院２階

消費生活 豆知識 Point

消費生活センターへの連絡は
局番なしの「１８８」へ！

☞

▼たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

　「１８８」は全国共通の消費者ホットラインです。
従来の０５７０－０６４－３７０から１８８に変わりました。
消費者トラブルに関するご相談は「１８８」へ電話をすれば
音声案内が流れ、たつの市消費生活センターに繋がります。
※ＩＰ電話からは利用が出来ないため「６４－３２５０（たつの市消費生活センター）」へおかけください。

受付時間　■平日　８時 30分～ 17時 15分

土曜・日曜・祝休日は国民生活センターに繋がります。

　　　　　　（受付時間　10時～ 16時）

相
談
は

秘
密
厳
守
・

無
料
で
す

お
気
軽
に

御
相
談

く
だ
さ
い
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※８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）

＜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～31日　増本商店
（☎322-0129）

堀　美智子　新宮町新宮 8/７  （91）

福田　克明　新宮町觜崎 8/12（73）

種谷　政子　龍野町本町 8/13（83）

長谷川光男　新宮町光都 8/13（88）

小池　艶子　誉田町福田 8/14（93）

嶋津　政史　揖保町揖保上 8/14（51）

川嶋　光子　新宮町船渡 8/21（90）

飯田　君代　揖保川町原 8/23（88）

堀　　開造　新宮町吉島 8/25（80）

井村　 子　御津町朝臣 8/27（83）

0
図書館からのお知らせ
〈10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）
３日（土）11時～11時20分
『おおきなかぶ』ほか
読書会（一般）
９日（金）10時～11時30分
『色彩を持たない多崎つくると、
彼の巡礼の年』 村上 春樹 著
こどもの本を読む会
８日（木）10時～11時30分
『魔女ジェニファとわたし』
Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 著
※読書会（一般）、こどもの本を読
む会の会場は龍野図書館までお
問い合わせ下さい。
新宮図書館 （☎75-3332）
えほんのじかん
（２～４歳児、保護者）
５日（月）・11日（日）・26日（月）11
時～11時20分
『たまごのあかちゃん』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
３日（土）・10日（土） ・24日（土）・ 
31日（土）10時15分～10時45分
『じてんしゃにのるひとまねこざ
る』ほか
揖保川図書館 （☎72-7666）
えほんのじかん（３～５歳児、保
護者）
10日（土）・17日（土）10時30分～10
時50分
『しりたがりやのふくろうぼうや』
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
「ひなどりとねこ」ほか
読書会（一般）
16日（金）10時～12時
『檸檬』 梶井 基次郎 著
御津図書館 （☎322-1007）
えほんのじかん
11日（日）・18日（日）
（１歳～４歳児、保護者）
11時～11時20分

人権相談

とき　10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）

今月の市税

国民健康保険税（普通徴収分）
　第３期分
納期限　９月30日（水）
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）

　ふれあいこみち
　（JR播磨新宮駅舎）
　10月の展示

　公民館サークル（実用書道・琴
友会）、すみれの会（押し花）、谷
口榮子（石ころアート）、北風美穂
子（風景画）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）
　10月の展示

　小学生の税に関するポスター及
び書道を展示します。

▼○揖地域振興課（☎72-2525）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　10月の展示

　御津幼稚園５歳児の絵画を展示
します。

▼○御地域振興課（☎322-1001）

『たまごのあかちゃん』ほか
（５歳児～）
11時30分～11時50分
『やまなしもぎ』ほか
読書会（一般）
13日（火）13時30分～15時30分
『夏目家順路』 朝倉 かすみ 著

図書館休館のお知らせ

　特別館内整理のため、下記の期
間休館します。
新宮図書館　
とき　10月14日（水）～22日（木）

▼新宮図書館（☎75-3332）
御津図書館　
とき　10月20日（火）～25日（日）

▼御津図書館（☎322-1007）

ご冥福をお祈りします

休日・夜間水道
当番（緊急時）10月
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