広報

たつの

お知らせ版
たつの市観光地
Wi-Fiサービスを
開始します
市内20箇所の観光施設等に無料で使える公衆
無線LAN（Wi-Fi）接続サービスを開始します。
また、一部施設には、自由に使えるタブレッ
ト端末を設置します。
Wi-Fi接続方法
①スマートフォンやタブレット等のWi-Fiネッ
トワーク画面から、SSID「Tatsuno_City_
Wi-Fi」を選択します。
②注 意事項・利用規約を確認し、
「 同意する」ボ
タンをタップします。
③メ ールアドレスを入力後、
「 接続」をタップす
ると、インターネットを
ご利用いただけます。
利用時間 １日最大60分
（15分×４回）
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タブレット端末設置

１ たつの観光案内所（ＪＲ姫新線本竜野駅１階）

○

２ 観光売店さくら路

○

３ かどめふれあい館

○

４ 龍野城

○

５ 龍野歴史文化資料館

○

６ 聚遠亭
７ 三木露風生家
８ 武家屋敷資料館

○

９ 霞城館・矢野勘治記念館

○

10 たつの市立中央公民館（ロビー付近）

○

11 道の駅しんぐう

○

12 道の駅みつ

○

13 国民宿舎赤とんぼ荘（ロビー付近）

○

14 国民宿舎志んぐ荘（ロビー付近）

○

15 ＪＲ山陽本線竜野駅（観光案内板付近）
16 室津出張所

○

17 室津海駅館

○

18 新舞子浜
19 室津漁港

イベント
Ｋ列車で行こう！第３弾
とき 平成28年１月23日（土）９時
30分～15時30分
集合場所 ＪＲ姫新線 本竜野駅
行程 本竜野駅→佐用駅（智頭急
行に乗り換え）→久崎駅→櫛田の
桜並木→日本名水百選ポール→播
磨徳久駅→本竜野駅
内容 姫新線列車内での生演奏
と、智頭急行「久崎駅」から、姫新
線「播磨徳久駅」までの千種川沿い
のウォーキング（約６㎞）を合わせ
て楽しめます。
参加費 無料、往復運賃実費
募集人数 100名（応募者多数の場
合は抽選）

20 世界の梅公園（尋梅館）

※当選者のみ、１月中旬に詳細を
郵送で通知
応募方法 参加者全員の住所、氏
名、年齢、電話番号、性別を明記
し下記までお申込みください。
※申込はがき１通につき、４名ま
で。はがきかＦＡＸに限ります。
応募期間 平成28年１月８日（金）
まで
申 込 先 企 画 課（ ☎ 6 4 - 3 1 4 1 、
FAX63-2594、〒679-4192市役所
専用郵便番号）

「たつの魅力発信ツアー」
町ぢゅう美術館が開催されてい
る龍野の町並みとカキのシーズン
を迎える室津を巡るバスツアーを
実施します。
★町ぢゅう美術館と室津のカキ

コース
とき 平成28年２月7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 平成28年１月12
日（火）８時30分～（定員になり次
第締め切り）
申込先 商工観光課（☎64-3156）

元旦登山（愛宕山）
中止のお知らせ
広報たつの12月号14ページでお
知らせした元旦登山（愛宕山）は、
登山道が倒木等で危険なため中止
します。
体育振興課（☎63-2261）

▼

▼

情報推進課（☎64-3203）

広報たつの 12 月号 1

▲

▼

▲

わくわく親子講座
「悪質商法のお話」
とき 平成28年１月13日（水）10時
～
ところ 新宮子育てつどいの広場
講師 市消費者センター職員
新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「体に優しい食べ物の話」

▲

「子育てつどいの広場」
イベント情報

▲

結婚を応援したい方、一緒に学び
ませんか
市民の皆さんを対象に、未婚者
の出会いや結婚支援へのスキル
アップのための講座を開きます。
とき 平成28年１月24日（日）10時
～
ところ 市役所分庁舎ホール
内容 本年に婚活イベントを開催
された市民団体へのアンケート結
果を通して、効果的なイベントの企
画・募集・運営方法等を学びます。
講師 「えんむす日」運営委員会代
表 堂野 能伸 氏
対象者及び人数 市内在住・在勤
の方50名程度
申込方法 電話申込み
児童福祉課（☎64-3153）

とき 平成28年１月20日（水）10時～
ところ 御津総合支所２階
講師 平石 理砂 氏（御津子育て
つどいの広場スタッフ）
定員 親子25組（先着順）
※要事前申込み
御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
「サイバー空間の危険から子ども
を守るために」
とき 平成28年１月20日（水）
・25
日（月）10時～
ところ はつらつセンター２階
講師 兵庫県警察本部サイバー犯
罪対策課
龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）
「お口の中のおはなし」
とき 平成28年１月21日（木）10時～
ところ 揖保川公民館２階
講師 西村 真美 氏（たつの市在
宅歯科衛生士）
揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
１月の絵本の読み聞かせ
御 津：12日（火）11時30分～
新 宮：19日（火）11時～
龍 野：26日（火）11時～
揖保川：27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 平成28年１月25日（月）10時

今冬の節電のお願い

～12時
ところ はつらつセンター
※予約制。各広場へ申込み

「図書館のおっちゃん」による
読み聞かせ講演会
とき 平成28年１月29日（金）15時
30分～
ところ 市役所分庁舎ホール
講師 小寺 啓章 氏（現ノートル
ダム清心女子大学非常勤講師、元
太子図書館長、元龍野図書館司書）
演題 「読み聞かせを通して子ど
もを育てる」
申込方法 龍野図書館へ申込（電
話可）
龍野図書館（☎62-0469）

募

集

旬の料理教室参加者を募集
免疫力アップ 風邪に負けない食
事
とき 平成28年１月26日（火）９時
30分～13時
ところ 揖保川保健センター
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ます。
申込先 揖保川保健センター
（☎72-6336）

環境課（☎64-3150）

▼

婚活応援団講座（第２回）

御津…079

▼

【市外局番】龍野・新宮・揖保川…0791

心がける。
今冬の平日（９時～21時）において、次の事項を
④電気の暖房機器（ガス・石油以外）を使う場合に
参考に、無理のない範囲で節電にご協力をお願い
は、エアコンと電気ストーブ・ヒーターを上手
します。
に使い分ける。
節電をお願いする期間
平成28年３月31日（木）まで（12月29日～31日を （例）家族４人そろった広い部屋でみんなが暖まる
場合には、電気ストーブよりエアコンが効果
除く）
的。広い部屋で１人足元を暖める場合にはエ
家庭における節電のポイント：「暖房機器」
アコンより電気ストーブが効果的。
①エアコンは重ね着などをして、室温20度を心が
⑤扇風機やサーキュレーターで部屋の上部の暖気
け、窓には厚手のカーテンを掛ける。また、フィ
を循環させる。
ルターを定期的
（２週間に１回程度）
に掃除する。
※消費電力が大きい電気製品（電気カーペット、
②こたつは上掛けなどを活用し、暖気を逃さない
電気ストーブ、電気ポットなど）は、平日の節
ようにする。
電をお願いする時間帯、特に夕方以降は気をつ
③電気カーペットは人のいる部分だけを温めるよ
けてご使用ください。
うにし、設定温度を「中」または「弱」にするよう
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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。
御津在宅介護支援センター（☎
324-0767）
とき 平成28年２月19日（金）
ホテルシーショア・リゾート（旧
シーショア御津岬）にて昼食会
集合場所 現地集合
集合時間 11時30分
くわのみ園在宅介護支援セン
ター（☎61-9002）
とき 平成28年２月24日（水）
瀬戸内海国立公園HOTEL万葉
岬にて昼食会
集合場所 桑の実園
集合時間 10時30分

「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 介護している方及び介

護に関心のある方
西はりまグリーンホームケア
センター（☎63-3101）
とき 平成28年２月13日（土）
10時～
オムツフィッターによる排泄
講座「快適に過ごすために」

こどもラケットボール教室
冬季受講生を募集
楽しみながら運動能力アップを
目指すキッズコース、親子でラ
リーを楽しむ体験コースの受講生
を募集します。
【キッズコース（８回）】
とき 平成28年１月26日～３月15
日の毎週火曜日16時～17時
定員 12名
対象 小学１・２年生（２年生、
経験無し優先）
受講料 1,000円
【親子体験コース（１回）】
とき （ＧＨＩ組どれか選択）
Ｇ組：平成28年１月30日（土）
Ｈ組：平成28年２月13日（土）
Ｉ組：平成28年２月27日（土）
いずれも10時～11時30分
定員 各３組の親子
対象 小学生と保護者（小学５年
生以上は子どもだけでも可）

スポーツ教室受講生を募集
コース・教室名

参加費 子ども１人500円
ところ 室内ラケットボールコート
申込方法 参加希望者１名につき
１枚の往復はがきで①から⑧を記入
し青少年館までお申込みください。
①氏名（ふりがな）
・性別
②郵便番号・住所
③電話番号
④保護者名
⑤学校名
⑥学年
⑦希望コースと組
⑧キッズコース及び親子体験受講
経験の有無
応募先 〒679-4167たつの市龍野
町富永 たつの市青少年館「こど
もラケットボール教室」係
申込期限 平成28年１月15日（金）
必着
その他 応募者多数の場合は抽
選。結果は「返信はがき」でお知ら
せします。なお、返信用のはがき
にも住所氏名のご記入をお願いし
ます。
※ラケットボールに興味のある中
学生・高校生は、青少年館（担
当：小野）までご連絡ください。
※室内用シューズを必ずご持参く
ださい。
青少年館（☎62-2626）

▼

「家族介護者交流日帰り旅行」
参加者を募集

▼

新宮スポーツセンター（☎75-1792）

と

き

時

間

募集人数

健康づくり教室Ａコース

平成１月12日（火）～３月15日（火）

14時

30名

健康づくり教室Ｂコース

平成１月12日（火）～３月15日（火）

15時30分

30名

健康づくり教室Ｃコース

平成１月８日（金）～３月18日（金）

14時

30名

親子体操教室

平成１月12日（火）～３月15日（火）

10時

25名

のびっ子体操教室

平成１月７日（木）～３月17日（木）

15時30分

15名

平成28年１月５日（火）～
９時～17時（月曜日休館）
各教室 2,000円
新宮スポーツセンターにおいて、申込書のご記入をお願いします。
各教室は定員になり次第受付を終了します。
※代理申込の受付はできません。
教室日程 各教室ともに１時間程度
その他
教室に関しては新宮スポーツセンター事務局まで
申込期間
受付時間
受講料
申込方法
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御津…079

★たつのの味シリーズ③牡蠣
とき 平成28年２月５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
★菜の花つみと料理体験
とき 平成28年２月12日（金）９時
30分～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
★初めての漁師料理体験
とき 平成28年２月25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
※受付は平成28年１月５日（火）９
時～
※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）

一般の職業能力開発校で訓練を
受けることが困難な障害のある人
が知識や技能・技術を習得し、職
業人として自立できるように支援
するために必要な職業訓練を実施
します。
募 集 科 目（ 定 員 ） 【 身 体 障 害 者
対象科】ＯＡ事務科（20名）、グラ
フィックアート科（20名）、インテ
リアＣＡＤ科（15名）
募集期間 平成28年１月21日（木）
まで
選考日 平成28年２月３日（水）
選 考 方 法 筆 記 試 験（ 国 語 ・ 数
学）、面接試験、作業検査、医師
意見書、事前調査票
応募方法 ハローワークで職業相
談を受けてから応募書類を提出
授業料 無料（教科書代、検定受
験料等は自己負担）
国立県営兵庫障害者職業能力
開発校（☎072-782-3210、FAX072782-7081）

▼

９月14日～11月30日の期間中、
９月関東・東北豪雨災害で被災
された方々への支援や復興を目
的として、義援金を募集しました
ところ、多くの方々にご協力いた
だきました。
お寄せいただいた義援金は、日
本赤十字社を通じ被災者支援に
充てられます。
義援金額 101,182円
危機管理課（☎64-3219）
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お知らせ
身体障害者相談
とき 平成28年１月15日（金）10時
～12時
ところ 神岡公民館和室、御津公
民館実習室
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）

▼

義援金のご協力
ありがとうございました

▼

兵庫障害者職業能力開発校
平成28年度訓練生を募集

▼

「道の駅みつ体験学習室」
参加者を募集

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 平成28年１月27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、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）

赤とんぼ連携ノートを
配布します

～認知症に備える私ノート～
認知症に備えるために、緊
急の連絡先や病院のこと、介
護保険のことなどを記入して
おくノートです。
地域包括支援センターで無
料配布します。
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）

市民後見人候補者養成講座
（基礎編）を開催
市民後見人とは、地域で暮らす
判断能力の不十分な認知症高齢者
等の権利を守るため、身近な地域
で支援を行う社会貢献の精神を
持った市民であり、家庭裁判所よ
り成年後見制度の後見人等として
の選任を受けた者です。
研修開催にあたり、市民後見人
の職務や養成講座の内容について
の説明会を開催します。
とき
【事前説明会】
平成28年１月16日（土）13時30分～
16時
【養成講座】
１日目：平成28年２月13日（土）
２日目：平成28年２月20日（土）

☞ 消費生活 豆知識 Point
消火器の不適切な
訪問販売・点検にご注意を！
個人住宅へは

・自治会のあっせんで訪問しました。
・消防署の方から来ました。
・古い消火器は危険です。点検に来ました。

事業所へは

・消火器の交換です。
・消防設備の点検です。半年に 1 度の点検が義務付けられています。

このような手口で高額な消火器を購入させる被害が多発しています。
★すぐに承諾し書面にサインをしたり、金銭を支払ったりすることは危険です。
★家族に相談すること、事業所責任者に従来から取引のある業者か確認することを
お忘れなく！

▼

たつの市消費生活センター（商工観光課☎64-3250）

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 平成28年２月４日（木）10時
～15時
ところ 御津文化センター研修室１
相談員 姫路年金事務所職員

生活習慣病教室
とき 平成28年１月13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 〈特別講演〉糖尿病と認知症
講師 たつの市民病院毛利医師
※事前予約不要
たつの市民病院（☎322-1121）

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 平成28年１月16日（土）19時
～21時
ところ 揖保川公民館
演題 「たつの（西播磨）の古窯、
野田焼と林田焼」
講師 段 武夫 氏（段内科医院、

▼

段労働コンサルタント事務所、医
学博士）
揖保川公民館（☎72-2412）

家庭不用品交換情報コーナー
※12月８日現在の登録品です。
※下線のものは有料
（要相談）
です。
「譲りたい品物」
○ハローキティ三輪車
○アンパンマンスクーター
〇五月人形 鎧兜飾り
〇ギターアンプ（ACE TONE）
○精米機
○米用冷蔵庫
「譲ってほしい品物」
〇小宅小学校制服、体操服（男子
用、制服・体操服ともに150cm及
び110cm）
○ベビー用品（全般）
〇苗取りボード
〇自転車（26～27インチ）
○ドラムセット
※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）
○
▼

姫路年金事務所出張年金相談

予約受付期間 平成28年１月４日
（月）～２月１日（月）
（土・日曜日、
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）
※総合支所では受付できません。
※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。

▼

３日目：平成28年２月27日（土）
いずれも９時30分～16時30分
ところ （事前説明会、養成講座
いずれも）赤穂市総合福祉会館（赤
穂市中広267番地）
参加費 無料
対象者
○西播磨圏域に在住で社会貢献に
意欲のある方
○満 25歳以上67歳以下（平成28年
４月１日現在）の方
定員 50名（事前申込制、先着順）
申込方法 電話で申込み
※事前説明会に参加された方は優
先的に養成講座に参加できま
す。ただし、説明会申込時点で
定員を超えた場合は、抽選とな
ります。
申込・問い合わせ先 赤穂市社会
福祉課（☎0791-43-6809）
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納税には
口座振替が便利です

▼

金融機関へ行く手間が省け、納期
限を気にすることなく納めること
ができる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。詳細は税務課へお問い
合わせください。
税務課（☎64-3144）

納税相談

▼

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）

１月の行政相談

▼

〈龍野〉
とき 平成28年１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 平成28年１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 平成28年１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）

ふれあいこみち
（ＪＲ播磨新宮駅舎）
１月の展示

▼

公民館サークル（新公書道）、光陽
会（水彩画）、廣岡稔也（水墨画）、秋
田司郎太（書）の作品を展示します。
新宮公民館（☎75-0922）
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神部小児童と河内小児童が描い
た作品を展示します。
揖 地域振興課
（☎72-2525）
○

▼

▼

とき 平成28年１月13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）

ふれあい橋ギャラリー
（JR 竜野駅跨線橋）
１月の展示

「ギャラリー・
るーぷらいん丸」
１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
〈１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
『どうぶつのおかあさん』ほか
読書会（一般）
８日（金）10時～11時30分
総会 年間計画
こどもの本を読む会
14日（木）10時～11時30分
『星のひとみ』トペリウス 著

新宮図書館（☎75-3332）
えほんのじかん
（２～４歳児、保護者）
17日（日）
・25日（月）11時～11時20分
『おしょうがつさん』ほか
おはなしのじかん（５歳児～）
９日（土）
・16日（土）
・23日（土）30
日（土）10時15分～10時45分
「はらぺこピエトリン」ほか

揖保川図書館（☎72-7666）
えほんのじかん
（３～５歳児、保護者）
９日（土）
・16日（土）10時30分～10
時50分
『とらたとおおゆき』ほか
おはなしのじかん（小学生以上）
９日（土）
・16日（土）11時～11時30分
『はたらきもののじょせつしゃけ
いてぃー』ほか
読書会（一般）

15日（金）10時～12時
「祝婚歌」
（詩）吉野 弘 著

御津図書館（☎322-1007）
えほんのじかん
10日（日）
・17日（日）
（１歳～４歳児、保護者）
11時～11時20分
『とらたとおおゆき』ほか
（５歳児～）
11時30分～11時50分
『うまかたやまんば』ほか
読書会（一般）
20日（水）13時30分～15時30分
『人間の分際』曽野 綾子 著

お詫びと訂正
広報たつの12月号４ページ「第10
回たつの市児童生徒発明工夫展入
賞者決定！」の入賞者の学校名に誤
りがありました。お詫びし訂正し
ます。
（敬称略）
発明工夫賞 有本 陽天（揖保小）

１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
※11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

住

所   

  死亡月日   （年齢）

池田あさ江

龍野町日山

11/ ７（94）

松本

榮雄

新宮町新宮

  11/14（92）

丸尾

昭子

御津町中島

  11/19（88）

湯淺よしゑ

龍野町日山     11/20（96）

