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広報たつの

イベント  
第24回生きがいセンターまつり

とき　３月20日（日・祝）９時30分
～14時30分
ところ　生きがいセンター
内容　○高齢者生きがい創造セン
ター各講座生の作品展示及び販売
や体験コーナー　○餅つき、健康相
談（市制10周年記念）　○龍野つく
し園生による作品販売や保護者会
によるバザー　○駅そば・パン・
コロッケ・焼きガキ等の模擬店等

▼生きがいセンター（☎63-4980）

新宮図書館行事
「カワセミと新宮の自然」

　栗栖川に生息するカワセミの美
しさや生態について、写真を使っ
た講演会や写真展を開催します。

【写真展】
とき　３月２日（水）～30日（水）

【講演会】
とき　３月21日（月・振休）14時～
15時
講師・写真　清水 守 氏
対象者　小学生以上
定員　40名（先着順）
申込先　新宮図書館（☎75-3332）

「子育てつどいの広場」
イベント情報

わくわく親子講座
「もうイライラしない！子どもの
お片づけ術」
とき　３月４日（金）・10日（木）10
時～
ところ  はつらつセンター２階
講師　笹田 奈美子 氏（整理収納
アドバイザー）▲

龍野子育てつどいの広場
（☎62-9255）

ひろば
「レッスンdeヨガ　特別編」
とき　３月４日（金）10時30分～
ところ　揖保川公民館２階
講師　塩谷 幸美 氏（ビジョンヨ
ガ中級インストラクター）▲

揖保川子育てつどいの広場
（☎72-6577）
「第12回わくわくワイワイまつり」
とき　３月30日（水）11時～13時
ところ  新宮こども園園庭
内容　市内子育てつどいの広場の
親子によるフリーマーケット
※ 出店希望者は３月11日（金）まで

に新宮子育てつどいの広場まで
お申込みください。▲

新宮子育てつどいの広場
（☎75-4646）
「小学生グループによる人形劇」
とき　３月31日（木）10時30分～
ところ　御津総合支所２階
内容　子ども生き活きクラブ「つ
くしんぼ」による人形劇公演▲

御津子育てつどいの広場
（☎322-2208）
３月の絵本の読み聞かせ
新　宮：１日（火）11時～
御　津：15日（火）11時30分～
揖保川：23日（水）11時～
龍　野：24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　３月７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  
“たつの愛会（あいあい）事業”
婚活イベントの参加者を募集

　綾部山梅林等の市内観光名所をバ
スで巡りながら会話を楽しんでいた
だく婚活イベントを開催します。

とき　①３月12日（土）②３月20日
（日・祝）両日とも10時30分～16時
ところ　①②とも龍野商工会議所
に集合
対象者　25歳～45歳の独身の方
※ 男性は市内在住者のみ。女性は

居住地域は問いません。
定員　各回男女30名ずつ（応募多
数の場合は抽選）
参加費　2,000円
※ イベントの詳細は、市ホーム

ページをご覧ください。
主催・申込・問い合わせ先
ヒューマンアカデミー㈱婚活イベ
ント事務局（06-6258-5339）

常勤保健師・在宅保健師等を
募集

【常勤保健師】
職務内容　健康増進や母子保
健事業等に関する業務
募集職種　保健師（１名）
勤務日・時間　月～金曜日８
時30分～17時15分
賃金　日給9,650円
勤務場所　はつらつセンター

【在宅保健師等】
職務内容　健康増進や母子保
健事業等に関する業務
募集職種　保健師、正看護師、
歯科衛生士
勤務日・時間　月～金曜日８
時30分～17時15分のうち指定
日時（月に数回程度）
賃金　日額制（市基準）
勤務場所　はつらつセンター、
各保健センター

応募方法　履歴書と資格証明書の
写しを健康課へ提出
応募期限　３月11日（金）

▼健康課（☎63-2112）
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[ 地域包括支援センター職員を募集

勤務内容　○認知症の方及び家族
への相談支援、訪問　○その他高
齢者の相談支援
必要な資格及び経験　○主任介護
支援専門員、社会福祉士、保健師
のいずれか　○普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
勤務時間　月～金曜日（祝日を除
く）８時30分～17時15分
賃金　日額9,650円
※その他諸手当あり
募集人数　２名
申込方法　履歴書と資格証明書の
写しを高年福祉課へ提出
応募期限　３月18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☎64-
3197）

生活支援員（臨時職員）を募集

勤務内容　知的障害の方の支援・
介護等
勤務場所　龍野つくし園（龍野町
富永458-1　生きがいセンター内）
雇用期間　４月１日～（６か月毎
更新可）
勤務時間　月～金曜日（祝日を除
く）８時30分～17時15分
賃金　日額7,000円
募集人数　若干名
応募期限　３月４日（金）

▼生きがいセンター（☎63-4980）

「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。
参加対象者　介護している方、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　４月９日（土）10時～

「認知症介護♡三人寄れば文殊
の知恵」～ユマニチュードの紹
介も～（ユマニチュード：フラ
ンスで考案された認知症ケア
の手法）

西播建設高等技能学校
受講者を募集

　元龍野北高校教諭や県技能顕功
賞を受賞した指導員が講師をつと
め、組合指導部がカンナやノミな
ど道具の使い方の指導もします。
対象者　建築に興味のある方、求
職中の方
訓練期間・授業料

【全コース】４月～翌年３月毎週土
曜日13時30分～（５時間）・70,000
円　【学科コース】４月～翌年３
月・28,000円　【製図コース】４
月～９月・10,000円　【実習コー
ス（規く術）】10月～翌年３月・
32,000円
定員　各コース10名
申込期限　３月31日（木）
申込・問い合わせ先　西播建設高
等技能学校（龍野町日飼、西播建

設業組合☎62-1950）

二級建築士受験対策講習会
受講生を募集

とき　【学科コース】４月５日（火）
～７月１日（金）【製図コース】７月
12日（火）～９月９日（金）
※各コース19時～21時（月・水・金）
ところ　姫路労働会館（姫路駅か
ら徒歩10分）
受講料　【学科コース】60,000円、

【製図コース】30,000円
主催　姫路建築技能専門学院

▼兵庫県土建一般労働組合姫路支
部学院担当（☎079-295-2333）

山野草「植替え講習会」
参加者を募集

とき　３月27日（日）13時30分～
ところ　道の駅しんぐう
定員　20名（先着順）
参加費　無料

▼道の駅しんぐう（☎75-0548）

お知らせ  
生活習慣病教室

とき　３月９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　「くすり」を飲むタイミン
グについて
講師　たつの市民病院薬剤師
※事前予約不要

▼たつの市民病院（☎322-1121）

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27年10月～ 12月）

　利用状況を定期的に公表しています。コミュニティバスの運行を継続するために、皆さんの積極的な
ご利用をお願いします。地域の足は地域で守りましょう。

運行系統 利用者数
（人）

利用者数／
運行日（人） 運行系統 利用者数

（人）
利用者数／
運行日（人）

１ 龍野循環 1,492 20.7 ８ 西栗栖～しんぐう総合センター 967 26.1

２ 龍野・神岡 2,233 31.1 ９ 香山・篠首 327 8.8

３ 揖西（朝夕） 257 3.5 10 室津・市民病院・碇岩 902 12.5

４ 揖西 950 27.2 11 竜野駅～市民病院 388 10.9

５ 揖保 545 14.7 12 揖西～竜野駅（朝夕） 283 3.9

６ 光都～しんぐう総合センター 832 14.3 13 揖西～竜野駅 192 5.2

７ 上笹・下笹 315 5.4 14 南北連結 10,764 149.5

▼企画課（☎64-3141）
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月日 実施場所 実施時間 月日 実施場所 実施時間

４
月
４
日（
月
）新
宮（
西
栗
栖
・
東
栗
栖
・
越
部
の
一
部
）

田幸公民館 9:00～9:05

４
月
５
日（
火
）新
宮（
香
島
・
新
宮
・
越
部
の
一
部
）

上笹２区公民館 11:10～11:15

栗町公民館 9:10～9:15 旧下笹公会堂 11:20～11:25

下鍛冶屋公民館 9:20～9:25 下笹鹿子巡回バス停 11:30～11:35

旧兵庫西農協西栗栖支店前 9:30～9:35 下野公民館 11:40～11:45

西栗栖コミュニティセンター 9:40～9:45 東町（川東）集会所 11:50～11:55

旧牧公民館 9:55～10:05 曽我井集会所 12:00～12:05

牧（勝願寺） 10:10～10:15 新宮自治会館 12:10～12:20

奥小屋自治会館 10:20～10:25 西町（富士駐車場） 13:20～13:30

沢ノ口公民館 10:30～10:35 砂子（横田洋装店前） 13:35～13:40

時重公民館 10:40～10:45 段之上集会所（北） 13:45～13:50

下莇原公民館 10:55～11:00 段之上会館 13:55～14:00

上莇原集落センター 11:05～11:10 井野原公民館 14:05～14:10

角亀公民館 11:15～11:20 北村公民館 14:15～14:20

二柏野（本覚寺北側三差路） 11:25～11:30 船渡（内海医院前） 14:25～14:30

光都21集会所 11:40～11:45 觜崎（コウセイ運輸前） 14:35～14:40

千本公会堂 13:05～13:15 觜崎（明源寺前） 14:45～14:50

金井公民館 13:20～13:25 仙正消防車庫前 14:55～15:00

福栖集会所 13:30～13:35

４
月
６
日（
水
）揖
西
の
一
部
・
揖
保
川（
半
田
・
神
部
）

揖保川総合支所南側駐車場 8:45～8:55

能地公民館 13:40～13:45 半田集会所 9:05～9:10

平野公民館 13:55～14:05 町屋公民館 9:15～9:20

大屋公民館 14:10～14:15 野田公民館 9:25～9:30

善定公民館 14:20～14:25 養久公民館 9:35～9:40

芝田自治会館 14:35～14:40 新在家公民館 9:45～9:50

市野保公民館 14:45～14:50 ベルタウン公民館 9:55～10:00

馬立構造改善センター 14:55～15:00 ハイタウンさくら公園 10:05～10:15

越部コミュニティセンター 15:05～15:10 本條自治会館 10:20～10:25

亀山会館 15:15～15:25 二塚公民館 10:30～10:35

４
月
５
日（
火
）新
宮（
香
島
・
新
宮
・
越
部
の
一
部
）

旧宮内公民館 8:50～8:55 龍子構造改善センター 10:40～10:45

下野電車道（北詰） 9:00～9:10 南山公園 10:50～10:55

吉島公民館 9:15～9:20 土師南山公園東側 11:00～11:05

旧兵庫西農協香島支店前 9:25～9:30 土師公民館 11:10～11:20

香山南公民館 9:35～9:40 大陣原（福本様宅横祠） 11:25～11:30

篠首（太垣内橋東詰） 9:45～9:50 旧大門公民館 11:40～11:45

篠首消防車庫前 9:55～10:00 原公民館 11:50～11:55

篠首（大谷コミュニティバス停） 10:05～10:10 黍田公民館 12:55～13:00

香山北公民館 10:20～10:25 山津屋公民館前交差点南側 13:05～13:10

香山（平見バス停） 10:30～10:35 正條公民館 13:15～13:20

上笹（谷郷商店前） 10:40～10:45 揖保川中学校東門 13:25～13:30

上笹会館 10:50～10:55 竜野駅ふれあい橋下 13:35～13:40

上笹１区自治会館 11:00～11:05 片島公民館 13:45～13:55

飼い犬に狂犬病予防注射を ▼環境課（☎64-3150）

　犬の飼い主には、飼い犬の登録
と年１回の狂犬病予防注射が、法
律で義務付けられています。６月
末までに、動物病院で飼い犬に狂
犬病予防注射を受けさせてくださ
い。なお、動物病院で注射を受け
ることが困難な場合は、下記のと
おり集合注射を実施しますので利
用してください。
対象　生後91日以上の飼い犬
料金　新規登録の犬は、１頭に
つき6,300円（手数料3,550円を含
む）、登録済みの犬は、1頭につき
3,300円（手数料550円を含む）
戸別訪問…１戸につき別途1,000
円（希望される方は事前に申込み
をしてください。）　　　　　　　
☆ 登録済みの犬の場合は、市から

郵送する通知書を必ず持参くだ
さい。

　なお、狂犬病予防注射を受けた
ものの、鑑札や注射済票（金属製
の標識）の交付を受けていない場
合は、獣医師が発行した注射済証
と手数料（新規登録の犬は、１頭
につき3,550円、登録済みの犬は、
１頭につき550円）を、環境課又は
各総合支所市民福祉課へ持参して
交付を受けてください。
　詳細はお問い合わせください。

　犬のフンは、飼い主が責任を
もって持ち帰りましょう。
　兵庫県動物の愛護及び管理に
関する条例で、飼い犬の所有者
等は、公共の場所において飼い
犬がフンをした場合、直ちに除
去しなければならないと規定さ
れています。違反者には10万円
以下の罰金が科せられる場合も
あります。

平成28年度狂犬病予防集合注射日程表

鑑札や注射済票は、
首輪につけましょう！
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月日 実施場所 実施時間 月日 実施場所 実施時間 月日 実施場所 実施時間

４
月
６
日（
水
）

青葉台南入り口 14:00～14:05

４
月
８
日（
金
）龍
野
・
揖
西
の
一
部

日山（粒坐神社前） 9:45～9:50

４
月
11
日（
月
）小
宅
の
一
部
・
揖
保
・
誉
田

広山公民館 13:25～13:35

ひばりヶ丘公民館 14:10～14:20 龍野西中前信号北側 9:55～10:05 高駄公民館 13:40～13:45

神戸山公民館 14:25～14:30 芦原台自治会集会所 10:10～10:15 長真（荒神社） 13:50～13:55

神戸北山公民館 14:35～14:40 小神倶楽部 10:20～10:25 上沖公民館 14:00～14:05

春日丘入り口 14:45～14:50 みどり野公民館 10:30～10:35 中臣桜ヶ坪 14:10～14:15

揖保川公民館 14:55～15:05 中垣内（井関三神社前） 10:40～10:50 下沖公民館 14:20～14:25

４
月
７
日（
木
）揖
保
川（
河
内
）・
御
津

馬場地域農業推進拠点施設 8:50～8:55 中垣内（揖龍介護支援センター） 10:55～11:00 井上公民館 14:30～14:35

金剛山公民館 9:00～9:05 新宮公民館 11:05～11:10 片吹公民館 14:40～14:45

浦部公民館 9:10～9:15 東村公民館 11:15～11:20 福田公民館 14:55～15:05

大久保公民館 9:20～9:25 小犬丸構造改善センター 11:25～11:30 上福田公民館 15:10～15:15

上袋尻自治会館 9:30～9:35 小犬丸ウルスベ 11:35～11:40 内山公民館 15:20～15:25

袋尻公民館 9:40～9:45 長尾構造改善センター 11:45～11:50 誉橋東詰 15:30～15:35

市場公民館 9:50～9:55 竹原公民館 11:55～12:00

４
月
12
日（
火
）小
宅
の
一
部
・
神
岡

追分共同集荷所 8:50～9:00

中島（揖保石見神社前） 10:05～10:10 小畑構造改善センター 12:05～12:10 野部公民館 9:05～9:10

中島公民館 10:15～10:20 尾崎公民館 13:10～13:15 田中構造改善センター 9:15～9:20

山王公園前 10:25～10:30 北沢公民館 13:20～13:25 東鳥井（田村様宅東側三角地） 9:25～9:30

苅屋（亀八寿し前） 10:35～10:40 住吉構造改善センター 13:30～13:35 東田中公民館 9:35～9:40

苅屋公民館 10:45～10:50 竹万構造改善センター 13:40～13:45 寄井構造改善センター 9:45～9:50

新町公民館 10:55～11:00 構（荒神社） 13:50～13:55 入野構造改善センター 9:55～10:05

朝臣（大年神社前） 11:05～11:10 北山公民館 14:00～14:10 沢田（南）公民館 10:10～10:15

栄町公民館 11:15～11:20 前地公民館 14:15～14:20 沢田（北）集会所 10:20～10:25

旧碇岩東口バス停 11:25～11:30 清水（新柳橋東詰） 14:25～14:30 沢田（北）宮垣内 10:30～10:35

碇岩公民館 11:35～11:40 佐江公民館 14:35～14:40 大住寺旧クラブ跡地 10:40～10:45

片（政源寺前） 11:45～11:55 清水新公民館 14:45～14:50 奥村公民館 10:50～10:55

稲富仁王門前 12:00～12:05

４
月
11
日（
月
）小
宅
の
一
部
・
揖
保
・
誉
田

上富永（三木製材所西側） 8:45～8:50 兵庫西農協神岡支店駐車場 11:00～11:10

伊津公民館 12:10～12:15 富永１丁目公民館 8:55～9:00 西鳥井構造改善センター 11:15～11:20

岩見港公民館 12:20～12:25 富永３丁目公民館 9:05～9:15 上横内構造改善センター 11:25～11:30

大浦公民館 13:40～13:45 富永４丁目ポケット公園 9:20～9:25 大源寺公民館 11:35～11:40

室津センター 13:55～14:05 四箇公民館 9:30～9:35 東觜崎公民館 11:45～11:50

加家公民館 14:25～14:30 四箇（設計事務所石原前） 9:40～9:50 島田（北児童公園） 11:55～12:00

西釜屋公民館 14:35～14:40 大道公民館 9:55～10:00 小那田公民館 12:05～12:10

新舞子東浜松林前 14:45～14:50 山下公民館 10:05～10:15 島田公民館 12:15～12:25

黒崎池ノ上公園下 14:55～15:00 中臣公民館 10:20～10:30 日飼公民館 12:30～12:40

黒崎公民館 15:05～15:10 中臣みこし蔵前 10:35～10:40 片山（小宅寺鳥居前） 13:40～13:55

釜屋南バス停 15:15～15:20 揖保上公民館 10:45～10:50 中井公民館 14:00～14:15

御津総合支所 15:25～15:35 揖保中公民館 10:55～11:00 中井奥垣内公民館 14:20～14:25

４
月
８
日（
金
）龍
野
・
揖
西
の
一
部

北龍野（三坂神社） 8:45～8:50 今市公民館 11:05～11:10 宮川町４隣保公園 14:35～14:40

北龍野（建速神社） 8:55～9:00 東用公民館 11:15～11:20 中村（小谷様工場前） 14:45～14:55

上川原（善龍寺前） 9:05～9:10 真砂公民館 11:25～11:35 宮脇公民館 15:00～15:10

水神町（かどめ公園） 9:15～9:20 兵庫西農協揖保支店南駐車場 11:40～11:50 堂本旧クラブ 15:15～15:20

龍野保育所前 9:25～9:30 門前公民館 11:55～12:00 小宅公民館 15:25～15:30

龍野図書館駐車場 9:35～9:40 松原総合隣保館 12:05～12:20
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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）

プリペイドカードの購入を
　指示する詐欺業者にご注意！

身体障害者相談

とき　３月18日（金）10時～12時
ところ　誉田公民館和室、揖保川
公民館応接室
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
※ 事前予約不要。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、個別相談会を開催
します。
とき　３月17日（木）13時30分～16
時30分（受付13時～）
ところ　御津総合支所第２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　３月10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　FAX63-
0863）

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　３月23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）

ハンセン病元患者等による
補償金（和解一時金）の

請求期限が迫っています

　過去にハンセン病にかかったこ
とがある方には、国から補償金が
支払われています。既に亡くなら
れた方、療養所に入所したことが
ない方も対象です。訴訟の手続き
が必要ですので、余裕を持ってご
相談ください。詳細は、厚生労働
省ホームページをご覧ください。
手続き期限　３月31日（木）

【相談窓口】
（公財）沖縄県ゆうな協会（☎098-
832-9528）、法律事務所（☎098-
938-4381）厚生労働省（難病対策課
☎03-5253-1111内線2369）

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　３月19日（土）19時～21時
ところ　揖保川公民館
演題　「バイオメカニクスについて」
講師　田中 洋 氏（信原病院バイ
オメカニクス研究所主任研究員、
工学修士）

▼揖保川公民館（☎72-2412）

家庭不用品交換情報コーナー

※２月８日現在の登録品です。
※下線のものは有料（要相談）

「譲りたい品物」
〇五月人形　鎧兜飾り　
〇籐のガラステーブル　
〇オーディオスピーカー

「譲ってほしい品物」
○男の子用自転車（22～24インチ）
○チャイルドシート（３歳～）　
○子ども用学習机　
○野菜作りの本　
○ローラーブレード
※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）

最近、不当な料金請求の支払い手段としてコンビニ等でプリペイドカードの購入を指示されるケー
スが増加しています。
カードに記載された番号を相手に伝えることはお金を相手に手渡すことと同じです。
後になってメール交換詐欺や架空請求詐欺などで騙されたと気づいても、相手に渡したお金を取
り戻すことは非常に困難です。
おかしいなと思ったら消費者ホットライン⇒局番なしの「１８８」または消費生活センターへご相談く
ださい。

それ…

プリカ詐欺かも!!



※１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＞
中元産業㈱　 　　 （☎72-2031）
＜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

休日・夜間水道
当番（緊急時）3月

石家　桃江　御津町苅屋 １/14（95）
勝間　郁雄　御津町苅屋　  １/17（86）
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〈新宮〉
とき　３月10日（木）13時～15時
ところ　新宮総合支所ロビー

〈揖保川〉
とき　３月15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）
　３月の展示

　公民館生涯学習講座（洋裁リ
フォーム・絵手がみ）、三木嘉雄

（絵画）、寺村みどり（書）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）
　３月の展示

　本條・上袋尻自治会館講座生の習
字・パッチワークなどを展示します。

▼○揖 地域振興課（☎72-2525）

  「ギャラリー・
　るーぷらいん丸」
　３月の展示

　市内の風景やイベントを紹介す
る写真を展示します。

▼○御 地域振興課（☎322-1001）

0
図書館からのお知らせ

〈３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）
12日（土）・19日（土）11時～11時20分

『はなをくんくん』ほか
読書会（一般）
11日（金）10時～11時30分

『雪国』 川端 康成 著
こどもの本を読む会
10日（木）10時～11時30分

『 ム ギ と 王 さ ま 』 エ リ ナ ー ・
ファージョン 著
新宮図書館 （☎75-3332）
えほんのじかん（２～４歳児、保護者）
14日（月）・27日（日）・28日（月）
11時～11時20分

『コッコさんのおみせ』ほか

志んぐ荘臨時休荘のお知らせ

　定期点検のため臨時休荘します。
休荘期間　３月８日（火）10時（午
前）～11日（木）８時（午前）

▼志んぐ荘（☎75-0401）

龍野小学校吹奏楽部演奏会

とき　３月13日（日）開場13時、開
演13時30分～
ところ　青少年館ホール

▼龍野小学校（☎63-1371）

ジョイントコンサート 2016

とき　３月６日（日）開場13時30
分、開演14時～
ところ　赤とんぼ文化ホール
出演団体　赤穂市吹奏楽団、吹奏
楽団rubato、姫路ウインドアン
サンブル（総勢100名）

▼赤穂市吹奏楽団事務局（☎0791-
43-5111）

人権相談

とき　３月９日（水）13時～15時
ところ　新宮総合支所相談室、揖
保川総合支所１階相談室

▼人権推進課（☎64-3151）

今月の市税

固定資産税・都市計画税
　第４期分
国民健康保険税（普通徴収分）
　第８期分
納期限　２月29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。

▼税務課（☎64-3144）

３月の行政相談

〈龍野〉
とき　３月８日（火）９時30分～11
時30分
ところ　市役所１階相談室

おはなしのじかん（５歳児～）
５日（土）・12日（土）・19日（土）・
26日（土）10時15分～10時45分

「ちゅーりっぷほいくえん」ほか
揖保川図書館 （☎72-7666）
えほんのじかん（３～５歳児、保護者）
12日（土）・19日（土）10時30分～10
時50分

『もりのなか』ほか
おはなしのじかん（小学生以上）
12日（土）・19日（土）11時～11時30分

「世界でいちばんきれいな声」ほか
読書会（一般）
18日（金）10時～12時

『金閣寺』 三島 由紀夫 著
御津図書館 （☎322-1007）
えほんのじかん　20日（日・祝）

（１歳～４歳児、保護者）
11時～11時20分

『やさいのおなか』ほか
（５歳児～）
11時30分～11時50分

『おかあさんだいすき』ほか
読書会（一般）
16日（水）13時30分～15時30分

『四つの嘘』 大石 静 著


