
1 月 の 各 種 相 談

水道管が凍結・破裂しやすいのは？
・寒い日が何日か続いたとき
・朝の冷え込みが厳しいとき
・水道管が露出しているとき
・水道管に風が強く当たるとき
・水道管が北向きにあるとき
予防方法は？
・露出部分に乾いた布や毛布などの保温材を巻きつ
け、濡れないようにビニールなどで覆う
・布や毛布をビニール袋にいれて、メーターボック
スに詰め込む
・少量の水を出したままにする（水道料金は発生し
ます）

それでも凍結したら？
・蛇口を開け、凍結部分にタオルを被せて、ぬるま
湯をゆっくりかけてください（凍結部に直接をか
けると、水道管が破裂します）
もし破裂したら？
・メーターボックスの止水栓を閉めてから、播磨町
指定給水装置工事事業者に修理（自己負担）を依
頼してください
他に注意することは？
・凍結した後、目につかない場所で水道管が破裂し、
漏水していることもあります。定期的に家中の蛇口
を閉めてからメーターが止まることを確認してくだ
さい。もし、メーターが回っていたら漏水です

水道管にも冬支度を！ ▶問合せ　水道グループ☎079（435）2379

　昭和37（1962）年4月、兵庫県最後の村だった阿閇村から播磨町が誕生しました。
あれから50年、町制施行50周年を迎えた2012年は様々な記念行事が催されました。
★印は町主催記念事業として催されました。

☆第27回 播磨町美術協会展 5月17日～20日
☆兵庫県平成24年度地域づくり活動市町モデル事業
 5月19日
☆第2回播磨町「町長杯」将棋大会 6月10日
☆初夏の播磨町山野草展 6月12日～14日
☆もうちょっと知りたい権利擁護
6月29日、7月6日、31日、8月31日、9月20日

☆ふれあいフェスタ2012 7月15日

☆日本文化のつどい 8月22日
☆第18回 播磨町町長杯争奪剣道大会 9月2日
☆喜瀬川でじゃことり 9月9日
☆しっかり知りたい権利擁護

10月17日、11月14日、12月6日
☆秋の播磨町山野草展 10月27日～28日
☆祭り屋台 in はりま 11月17日
☆光のクリスマス 12月1日

2012年2012年

▶問合せ　企画グループ　☎079（435）0356

町制施行50周年記念　冠事業町制施行50周年記念　冠事業町制施行50周年記念　冠事業

  4日 　新年交礼会
  9日 　成人式
  9日 　消防出初式

22日 　播磨町ロードレース大会
22日 　子育て講演会

22日 　播磨町スポーツ賞表彰

  2～4日 　公民館まつり
24日 　歴史とのであい
 　“ミュージアムロード”完成

15日 ★播磨町町制施行50周年記念式典
29日 ★播磨町健康福祉フェア＆緑化イベント
28日～6月24日 ★新聞の父「ジョセフ・ヒコ」展
通年 ★ふれあいスポーツ大会

27日 ★播磨町消費者フェア
28日～6月1日 　トライやるウィーク実施

  3日 ★スポーツDE恋活
23日 ★図書館開館30周年記念講演会
 　「長谷川義史さんの絵本ライブ」

  7、8日 ★全国地域づくりサミット in 
 　はりま＆人生創造大学 in はりま
21日 ★図書館まつり
28日 ★中央公民館七夕まつり
27日 平和祈念講話会
28日 平和上映会
31日～8月8日 播磨町学校給食展

  1日 ★ことぶき大学納涼祭
  5日 ★共に生きよう 
 　ふれあいのまち はりま 映画会
  9～15日 　平和展
18日～9月2日、10月7日～12月2日
 ★町制施行50周年記念写真展
25日 ★サマーフェスティバル in はまだ
下旬～9月上旬 ★コミセンのつどい

25日 ★播磨町町制施行50周年記念切手、
 　大中遺跡発見50周年記念切手発行

  7日～12月2日 ★郷土資料館特別展
  8日 ★スポはりカーニバル
27日 ★大中遺跡まつり前夜祭
31日～11月12日 ★菊花展
31日～11月  4日 ★美術展

  3日 ★大中遺跡まつり

10、11日 ★町民文化祭
23日 ★町文化財ウォーキング 
 　オポナカムラ発 歴史の小径コース
23日 ★健康ウォーキング
28日 ★ことぶき大学大学祭

  1日 ★長なわとび大会
  2日 ★こころふれあう町民のつどい講演会
  2日 ★スポーツ DE 恋活
16日 衆議院議員選挙
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平成24年播磨町ダイジェスト平成24年播磨町ダイジェスト 行政相談
　日時 1月28日（月） 9：30～11：30
　場所 中央公民館
消費生活・多重債務相談
　日時 毎週月～金曜日（祝日除く）
　　　 9：00～16：00
　場所 住民グループ
　※月・木曜日は消費生活相談員が対応しま
す。

　電話相談・問合せ
　☎079（435）1999
司法書士による多重債務相談（予約が必要）
　日時 1月10日（木） 13：30～15：30
　場所 中央公民館
　申込み・問合せ
　消費生活相談コーナー
　☎079（435）1999
納税と相談
　日時 毎月第4日曜日
　　　 9：00～12：00、13：00～17：00
　場所 税務グループ（中央公民館側通用口

をご利用ください）
税務相談（予約が必要）
　日時 1月11日（金） 13：00～15：00
　場所 播磨町商工会館
　対象 商工業者
　申込み・問合せ 播磨町商工会
　☎079（435）1630
税理士会の税務相談（予約が必要）
　日時 1月8日（火）、15日（火）
　　　 13：15～16：00（受付）
　場所 加古川税理士会館
　　　 （加古川税務署の北側）
　問合せ 近畿税理士会加古川支部
　☎079（421）1144
法律相談（予約が必要）
　日時 1月7日（月）、15日（火）
　　　 10：00～12：00
　　　 1月15日（火）、28日（月）
　　　 18：00～20：00
　場所・申込み 中央公民館
　（窓口での申込順。電話予約不可）

心配ごと相談
　日時 毎週火曜日（祝日除く）
　　　 13：00～16：00
　場所 福祉しあわせセンター
困りごと相談
　日時 1月10日（木）、24日（木）
　　　 13：00～15：00
　場所 福祉しあわせセンター
人権相談（常設相談）
　日時 毎週月～金曜日（祝日除く）
　　　 8：30～17：15
　場所 神戸地方法務局加古川支局
　☎0570（003）110
　（全国共通ナビダイヤル）
地域ふれあい介護相談
　日時 1月20日（日） 10：00～12：00
　場所 CHIAKIほおずき播磨
　　　 （東野添2丁目18番6号）
　問合せ CHIAKIほおずき播磨
　☎078（949）1566
福祉相談
　日時 毎週水曜日（1月2日を除く）
　　　 13：30～16：00
　場所 福祉しあわせセンター
知的障がい者（児）相談
　日時 毎月第2土曜日 10：00～11：30
　場所 石ヶ池公園パークセンター
身体障がい者相談
【相談員】（敬称略）
　政本 和子【古宮236番地の4】
　☎・　 079（437）0037
　※☎・　 はNPO法人アエソンにかかります。
　加藤 和子【北本荘1丁目3番13号】
　☎・　 079（437）6417
障がい福祉なんでも相談室
　場所 福祉しあわせセンター
　知的障害 毎週火曜日 10：00～12：00
　身体障害 毎週木曜日 10：00～12：00
　精神障害 毎週金曜日 10：00～12：00
　※祝日を除きます。
　申込み 電話で予約が必要です
　☎079（435）2361

母子家庭相談（予約が必要）
　日時 1月9日（水）、23日（水）
　10：00～16：00
　場所・申込み 福祉グループ
主任児童委員による子育て相談
　日時 1月28日（月） 13：30～16：00
　場所 福祉しあわせセンター
子育て相談（事前問合せ必要）
両施設で来所相談を行っています。
（祝日除く）
◎北部子育て支援センター
　日時 毎週月～土曜日
　　　 10：00～16：00
　電話相談・問合せ
　☎078（944）0717
◎南部子育て支援センター
　日時 毎週月～土曜日
　　　 10：00～16：00
　電話相談・問合せ
　☎079（437）4188
臨床心理士による子育て相談
予約が必要です。
◎北部子育て支援センター
　日時 1月7日（月） 13：30～15：30
　申込み・問合せ
　☎078（944）0717
◎南部子育て支援センター
　日時 1月16日（水） 13：30～15：30
　申込み・問合せ
　☎079（437）4188
子どもの悩み相談
　日時 毎週月～金曜日
　　　 9：00～16：00
　場所 役場第2庁舎3階
　　　 ふれあいルーム（電話可）
　☎079（437）4141
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