たつの

▼

イベント
龍野図書館の催し
貴重本一般公開
世界で限定33部の貴重本
ケ ラ ン ジ ェ ロ
ラ
ド ッ タ
「Michelangelo：La Dotta
マ ー ノ
Mano」を一般公開します。
とき 11月21日（土）
・22日（日）11
時～15時
ところ 龍野図書館
パネルシアターと絵本の読み聞かせ
とき 11月22日（日）11時～12時
ところ 龍野図書館１階
雪だるまブローチを作ろう、ブッ
クカバーを作ろう、健康チェック、
考えるお絵かき等
とき 11月22日（日）11時～16時
ところ 龍野図書館２階研修室
龍野図書館（☎62-0469）
▼

ミ

重要文化財「堀家住宅」特別公開
小学生ガイドが解説
国指定重要文化財、堀家住宅を

月
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とき 11月４日（水）10時～
ところ  新宮こども園遊戯室
講師 環境課職員と新宮子育て支
援グループ「わらべ」
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「心を育てる」
とき 11月10日（火）
・18日（水）10
時～
ところ  はつらつセンター２階
講師 助産師 山下 圭子 氏（兵庫
県助産師会）
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「お掃除大作戦」
とき 11月13日（金）10時～
ところ 揖保川公民館２階
講師 姫路友の会
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「よい親よりも幸せな親になろう」
とき 11月18日（水）10時～
ところ 御津総合支所２階
講師 石堂 美紀代 氏（NPO法人
子育てサポート☆きらりing顧
問）
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
11月の絵本の読み聞かせ
揖保川：11日（水）11時～（揖保川
公民館２階）
新宮：17日（火）11時～（新宮子育
てつどいの広場）
御津：17日（火）11時30分～
（御津総合支所２階）
龍野：27日（金）11時～（はつらつ
センター２階）
子育て夢相談
専門家による子育て相談です。
とき 11月２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
▼

平成21年４月２日～平成22年４月
１日生まれで、麻しん・風しん（Ｍ
Ｒ）混合予防接種（２期）を接種して
いない方は、早めに接種しましょう。
予診票を紛失された方は、はつ
らつセンター又は各保健センター
で発行します。
※接種期限を過ぎて接種する場合
は、全額自己負担（約１万円程
度）となります。
接種期限 平成28年３月31日（木）
まで
健康課（はつらつセンター内☎
63-2112）
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堀家住宅主屋
新 文化財課
（☎75-5450）
○

「八瀬家住宅」を特別公開
「風雅のくらし」展
龍野藩西組大庄屋の住宅を公
開、江戸時代の茶器や調度の品々
を展示します。
とき 11月28日（土）
・29日（日）両
日とも10時～16時
ところ 八瀬家住宅（揖西町中垣
内甲296）
入場料 無料、自由観覧
その他 揖西東小学校６年生によ
る住宅案内や地域の方々のおもて
なしがあります。

雲華焼の手焙
新 文化財課
（☎75-5450）
○

子育てつどいの広場
イベント情報
わくわく親子講座
「EMボカシ作り」と「秋の収穫祭」

▼

麻しん風しん（ＭＲ）混合
予防接種（２期）を受けましょう

小宅小学校６年生がご案内します。
とき 11月21日（土）
・22日（日）両
日とも10時～16時
と こ ろ 堀 家 住 宅（ 龍 野 町 日 飼
291）
入場料 無料、自由観覧
その他 解説冊子をご用意、地域
の方々のおもてなしがあります。

▼

政

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

▼

行

毎月10日・25日発行

▼

お知らせ版

広報たつの
【編集・発行】

▼

広報
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募

集

金婚夫婦に記念樹を贈呈
まもなく締め切りです

▼

結婚50周年を迎えるご夫婦を祝
福し、記念樹を贈呈します。
対象者 市内在住のご夫婦で、昭
和41年に婚姻届を提出された夫婦
記念樹 黒松・五葉松・観音竹の
うち希望の種類を１つ
贈呈場所 まち未来創造課、各総
合支所地域振興課
贈呈時期 平成28年２月中旬（予定）
申込締切 11月27日（金）
まち未来創造課（☎64-3167）
新 地域振興課
（☎75-0251）
○
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○
御 地域振興課
（☎322-1001）
○

結婚希望者に出会いの場を
提供する団体を募集

ところ café quatres saison      
（カフェカトルセゾン）
対象者 概ね25歳～45歳で、たつ
の市在住又は在勤の方
定員 男女各10名
参加費 2,000円
応募方法 参加申込書をFAXに
て送付
※詳細は、本庁、各総合支所に配置
しているチラシをご覧ください。
※申込書はチラシ裏面にあります。
募集締切 11月20日（金）必着
申込・問い合わせ先 誉田町若者
出会いサポートプロジェクト（☎
62-2593、FAX62-2593）

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者募集
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 12月３日（木）
杉原紙すき体験
集合場所 ジュネスしんぐ
集合時間 ８時50分

介護技術講習会
参加者を募集

▼

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、募集を締め切
ります。
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）

御津…079

婚活イベント
「クリスマスであい誉田」
参加者を募集
とき 12月20日（日）11時～（受付
10時30分～）

要支援・要介護状態になっても、
できる限り在宅で安心して暮らし
続けるためには、介護保険サービ
スを利用することに加え、家族の
介護力を高めることも重要です。

全国純宇野会 品評大会
開催日時：2015 年 11 月 8 日(日)
見学
開催時間：午前 10 時 00 分～
無料
品評大会：午前 11 時 00 分～
開催場所：たつの市新宮総合支所駐車場
（たつの市新宮町宮内 16）

安全・安楽な介護が実践できる
ように講習会を開催します。
とき 11月21日（土）10時～12時
ところ 養護老人ホームたつの荘
（神岡町入野１番地）
内容
・講義「ボディメカニクスについて」
・実技「寝返り、起き上がり、車
椅子、歩行介助等」
参加費 無料
定員 40名程度
申込・問い合わせ先 養護老人
ホームたつの荘（☎62-0011）

ビーバー・カブ・ボーイスカウト
募集説明会
とき 11月29日（日）10時～11時30分
ところ ヒガシマルかるちゃー
るーむ（龍野町大手２丁目42番地）
対象者・募集人数 （ビーバース
カウト）幼稚園年長～小学１年生、
（カブスカウト）小学２年生～小学
４年生、
（ボーイスカウト）小学５年
生～中学２年生・各４～５名
申込期限 11月22日（日）
日本ボーイスカウト龍野第１団
安井（☎63-2903、090-3036-2047）
▼

【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
★干物づくりと漁師料理体験
とき 12月10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
★おもてなし料理体験
とき 12月15日（火）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

らんちゅう無料配布

①午前 10 時 00 分～(先着 100 名様)
②午後 1 時 00 分～(先着 100 名様)

金魚の王様「らんちゅう」
その中でも一線を引く「純宇野らんちゅ
う」愛好家が研究し、交配させた自慢の
らんちゅう。朱色の鱗の大きさ･美しさを
ご覧いただき、らんちゅうの世界をご堪
能下さい。

主 催：全国純宇野会 TEL:090-7496-3675(野澤) お問合せ：jyununokai@yahoo.co.jp まで
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平成28年度兵庫県立但馬
技術大学校学生を募集

▼

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 一般入校試験
試験日 11月28日（土）
募集期間 11月５日（木）～20日（金）
その他 一般入校試験（第２回）は、
平成28年１月23日（土）に行います。
兵 庫 県 立 但 馬 技 術 大 学 校（ ☎
0796-24-2233）

知的障害者相談
とき 11月12日（木）９時30分～15時
ところ 御津やすらぎ福祉会館
１階相談室
対象者 市内在住の知的障害のあ
る方やその家族
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）

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

文化遺産を活かした
地域活性化事業補助について
平成28年度の文化遺産を活かし
た取り組みについて、文化庁から
の補助があります。
希望する団体は、11月２日（月）
までに文化財課へお問い合わせく
ださい。
新 文化財課
（☎75-5450）
○

▼

とき 11月13日（金）10時～12時
ところ 揖西公民館大会議室、新
宮支所相談室
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」
「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」などということはあり
ませんか？
揖保川病院のもの忘れ相談医が
相談に応じます。
とき 11月18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
方やそのご家族
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 ☎64-3197）

防災行政無線を活用した
緊急地震速報の訓練放送を実施します
とき 11月５日（木）10時00分頃
※この放送は訓練放送です。
お間違えのないようにお願いします。
緊急地震速報の放送を聞いてから強い揺れがくるまでの時間はご
くわずかです。短い時間にあわてず身を守るには、普段からの訓練
が大切です。
訓練放送の合図に合わせて、自分の身を守る３つの安全行動をと
りましょう。約１分間①姿勢を低くし、②頭や体を守り、③揺れが
収まるのを待つようにしてください。
また、家具の転倒防止など日頃からの地震の備えができていなけ
れば身の安全を守ることはできません。この機会に家具の転倒防止
対策をしましょう。

危機管理課（☎64-3219）

▼

▼

江戸時代の町割りが色濃く残
り、いたるところで歴史や文化の
香りが漂う龍野で、旧城下町の風
情を美術館に見立てた「町ぢゅう
美術館」が開催されます。
市内外、個人、グループを問わ
ず、どなたでも参加できます。
開催時期 平成28年２月５日（金）
～７日（日）
ところ 龍野地区（歴史的景観形
成地区）全域
参加条件 美術工芸品の展示や音
楽コンサート等、芸術を楽しむも
の（飲食の提供や販売だけを目的
としたものは禁止）
参加料 無料（ただし、会場の使
用料金は会場の貸主と相談）
申込方法 下記の問い合わせ先ま
で連絡し、申込用紙を取り寄せて
ください。
申込期限 11月24日（火）必着
龍野北高校総合デザイン科（☎
75-2900）

身体障害者相談

▼

第14回「町ぢゅう美術館」
参加者を募集

お知らせ

▼

▼

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
に利用できます。
道の駅みつ体験学習室（☎3228020）
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出張年金相談
相談は予約制です。当日は予約
された方を優先しますので、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 11月12日（木）10時～15時
ところ 揖保川総合支所201会議室
相談員 姫路年金事務所職員
予約受付期限 11月９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）
※総合支所で受付はできません。
※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。

緑のまちづくりを支援
「県民まちなみ緑化事業」
植樹や芝生化などの緑化活動に
対して助成します。
補助条件等、詳しくは県ホーム
ページ「県民まちなみ緑化事業」を
ご覧ください。
募集期限 11月30日（月）
対象者 自治会や緑化団体等の住
民団体や土地所有者等
補助内容 公園、広場、空地、学
校、保育園等での植樹や芝生化、
駐車場の芝生化、建築物の屋上・
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▼

かるた（百人一首）
読み人講習会
かるたの指導法や読み方につい
て学びませんか。
かるたの指導に取り組んでおら
れる方、大会で読み人となる予定
の方、ぜひご参加ください。
とき 11月21日（土）９時～
ところ 小宅公民館
講師 全日本かるた協会公認読手
参加費 無料
※申込みは不要（直接、会場へお
越しください。）
社会教育課（☎64-3180）

▼

▼

夫・パートナーからの暴力やセ
クシャル・ハラスメントなど、女
性をめぐる様々な人権問題につい
て電話相談に応じます。
とき 11月16日（月）～20日（金）８
時30分～19時、11月21日（土）
・22
日（日）10時～17時
相談電話番号 0570-070-810（ 全
国共通ナビダイヤル）
相談対応者 人権擁護委員、法務
局職員
相談方法 電話相談のみ（相談料
無料、秘密厳守）
神戸地方法務局人権擁護課（☎
078-392-1821内線345）

壁面緑化等にかかる緑化資材費や
施工費（最大400万円まで補助を受
けることができます）
中播磨県民センター姫路土木
事務所まちづくり建築第１課（☎
079-281-9313）、県都市政策課（☎
078-362-3563）、市まち未来創造
課（☎64-3167）

播磨国風土記特別講座
「地域で読み解く
播磨国風土記（西播磨）」
播磨国風土記編纂1300年を記念
して、播磨国風土記が描く「西播
磨」の特別講座を開催します。
とき 11月7日（土）13時30分～15
時30分
ところ アクアホール
講師 松下 正和 氏（近大姫路大
学准教授）
参加費 無料（事前申込不要）
播磨広域連携協議会事務局（☎
079-221-2203）

▼

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

御津…079

たつの市縦断の旅
龍野産業・観光バスツアー
龍野を代表する企業や、地元女
性経営者を訪ね、改めて地域産業
の魅力を知っていただけるバスツ
アーです。
南コース 地元の女性経営者を訪
ねる
とき 11月27日（金）出発９時30分
～帰着16時頃

行程 ㈱サキノダスキン兵庫西工
場→宝林寺→道の駅みつ（昼食）→
室津海駅館→㈱レリップ（革細工
製作）、ア・プレスト（ショップ）
北コース 龍野発－全国展開の企
業を巡る
とき 12月２日（水）出発９時～帰
着15時40分頃
行程 極東産機㈱本社・三日月サ
ンシャインパーク→そうめんの里
（昼食）→沢田梛八幡神社→ヒガシ
マル食品㈱
集合場所 龍野商工会議所駐車場
（龍野町富永702-1）※出発の５分
前までに集合
参加費 各コース2,000円（昼食・
体験料含む）
定員 各コース27名
申込方法 電話、FAX、HPで申込
申込・問い合わせ先 龍野商工会
議所（☎63-4141、FAX63-4360、
URL http://tatsuno.or.jp）

歳末要支援児童・生徒激励事業
申請の受付を開始します
共同募金運動の一環として12月
から歳末たすけあい運動が始まり
ます。民生委員児童委員と協働
し、対象者を激励訪問しお年玉を
配ります。
対象者 要保護、準要保護世帯の
小・中学生
受付期間 10月26日（月）～11月18
日（水）
金額 １人3,000円
申請方法 本人又は保護者が申請
書に必要事項を記入し、お住まいの
地域の担当民生委員児童委員に申請。
申請に必要なもの 印鑑（認印）、
就学援助制度を受けていることを
証明できるもの（就学援助申請結
果通知書など）
たつの市社会福祉協議会（☎635106）

▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

御津の森を探検しよう！ in
秋
みはらしの森○
とき 11月21日（土）９時30分～14
時（予定）

☞ 消費生活 豆知識 Point

注意 !!
ソーシャルネットワーク広告

「ＳＮＳの広告を見て、化粧品（体験用）をクレジットで申し込む
と、定期購入となっていた。」などのトラブルが多数発生しています。
注！
注！
注！

日本語通販サイトでも、海外事業者の場合は原則日本の法規制は適用が無いため注意が必要です。
ネット上の広告はすぐに更新されるため、後で内容を確認できないこともあります。
よく利用するＳＮＳ等に広告が出ていたサイトだからと安易に契約せず、事業者の所在や連絡先な
どきちっと確認しましょう。

★海外業者とのトラブルが発生した場合は、越境消費者センターでも相談可能です。
メール・ＦＡＸによる相談となります。
「消費者庁越境消費者センター（ＣＣＪ）」ホームページを確認してください。

▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

▼

▼

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500円必要）
とき 11月21日（土）19時～21時
ところ 揖保川公民館
演題 「家畜飼料について」
講師 阿部 敏行 氏（㈱科学飼料
研究所龍野工場取締役工場長）
揖保川公民館（☎72-2412）

御津体育館臨時休館のお知らせ
電気設備点検停電のため、下記
の日時を臨時休館します。
とき 11月10日（火）９時～12時
御津体育館（☎322-3012）

家庭不用品交換情報コーナー
※10月５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 つ い 立（ 3 枚 、 縦 1 2 0 c m × 横
100cm、縦100cm×横150cm、縦
60cm×横60cm）
〇第一仏光こども園通園用帽子
（Sサイズ）、カバン（ランリュッ
ク）、長袖体操服（100cm）
「譲ってほしい品物」
〇穀物搬送袋ロンバッグ
〇自転車（婦人用、26インチ）
〇古いロッカー（高さ170cm以上、
縦置き）
〇ワープロ（NEC）
※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）
○
▼

三木露風・北原白秋作詩、山田
耕筰作曲の童謡や歌曲を詩曲にま
つわるお話及び詩の朗読と歌で紹
介します。
とき 11月15日（日）13時30分～15
時（開場13時）
ところ 霞城館２階ホール
定員 120名
出演 ソプラノ：林 裕美子、ピア
ノ：丸山 聡美、朗読：伊藤 恵美
入場料 無料
主催 霞城館友の会
（公財）霞城館（☎63-2900）

とき 11月11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 生活習慣病と検査につい
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）

▼

第15回三木露風コンサート
～山田耕筰没後50年記念～

生活習慣病教室

▼

ところ みはらしの森東側
内容 自然観察・クラフト・豚汁
対象 小学生以上
定員 30名
参加費 200円
持ち物 おにぎり、飲み物、筆記
用具（鉛筆）、雨具
服装 長袖、長ズボン、帽子、履
きなれた運動靴（スズメバチ予防
のため黒色は避けてください。）
※雨天時は自然物を作った工作
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）

商工産業まつりで献血を実施
とき 11月３日（火・祝）９時30分
～11時30分、12時45分～15時30分
ところ アクアホール南側駐車場
主催・問い合わせ先 揖保川ライ
オンズクラブ（☎72-4626）
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今月の市税

▼

市・県民税（普通徴収分）第３期分
国民健康保険税（普通徴収分）第４期分
納期限 11月２日（月）
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）

納税相談

▼

市税の納税相談は随時行ってい
ます。納税について相談のある方
はお気軽にご利用ください。
税務課（☎64-3214）

11 月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき 11月10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 11月12日（木）13時～15時
ところ 新宮総合支所ロビー
〈揖保川〉
とき 11月17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）

ふれあいこみち
（ＪＲ播磨新宮駅舎）
11 月の展示

▼

公民館サークル（洋裁リフォー
ム・撮り好き）、三浦行子（日本画）
の作品を展示します。
新宮公民館（☎75-0922）

6 広報たつの 10 月号

竜野駅周辺地区活性化事業実行
委員会が開催したフォトコンテス
トにお寄せいただいた、市内の山陽
本線の風景写真を展示しています。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

▼

▼

とき 11月11日（水）13時～15時
ところ 市役所１階相談室、御津
総合支所２階相談室
人権推進課（☎64-3151）

ふれあい橋ギャラリー
（JR 竜野駅跨線橋）
11 月の展示

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
11 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）
○

▼

人権相談

0

図書館からのお知らせ
〈11 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）
14日（土）11時～11時20分
『おふろだ、おふろだ！』ほか
読書会（一般）
13日（金）10時～11時30分
『父の詫び状』向田 邦子 著
こどもの本を読む会
12日（木）10時～11時30分
『ヒナギク野のマーティン・ピピ
ン』エリナー・ファージョン 著
・『エリナー・ファージョン』ア
イリーン・コルウェル 著
※会場は龍野図書館へお問い合わ
せください。

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
（２～４歳児、保護者）
９日（月）
・15日（日）
・22（日）
11時～11時20分
『もりのてぶくろ』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
７日（土）
・14日（土）
・21日（土）
・
28日（土）10時15分～10時45分
「犬と猫とうろこ玉」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん
（３～５歳児、保護者）
14日（土）
・21日（土）10時30分～10

時50分
『わにわにのおふろ』ほか
おはなしのじかん（小学生以上～）
14日（土）
・21日（土）11時～11時30分
『アンディとらいおん』ほか
読書会（一般）
20日（金）10時～12時
『三匹のおっさん』有川 浩 著
※要申込、18日（水）まで
※会場は揖保川図書館へお問い合
わせください。

御津図書館（☎322-1007）
えほんのじかん
８日（日）
・15日（日）
（１歳～４歳児、保護者）
11時～11時20分
『どろんこどろんこ』ほか
（５歳児～）
11時30分～11時50分
『サリーのこけももつみ』ほか
読書会（一般）
10日（火）13時30分～15時30分
『天災から日本史を読みなおす』
磯田 道史 著

11 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
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～30日
㈱大西商店
（☎324-0047）

ご冥福をお祈りします
※９月15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

久保 和子
頃安美津子
青山ヤエノ
湯口 一幸

住

所   

新宮町段之上
龍野町宮脇
龍野町中霞城
揖保川町半田

  死亡月日   （年齢）
９/ ２（84）
９/17（91）
９/21（89）
９/24（67）

