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播磨ふれあいの家だより播磨ふれあいの家だより

▶申込み・問合せ　播磨ふれあいの家☎０７９（６７８）１４８１　朝来市多々良木1244-1

ただいま館内改修工事中です
▶期間　1月18日～2月29日まで全館休館となっています。電話でのお問い合わせは承っております。
▶問合せ　月～金曜日9：00～17：00　播磨ふれあいの家☎０７９（６７８）１４８１　

リニューアルオープンサービス
　改修工事期間中は皆さまに大変ご不便をおかけしております。そこで、播磨町の皆さまにささやかです
が、リニューアルオープンのサービスとして２つの特典をご用意しました。
▶対象期間　３月１日～３月31日宿泊分

【特典その１　お得な宿泊プラン】

【特典その２　「ご宿泊ポイントチケット」プレゼント】

うつぎの花会席うつぎの花会席 通常11,745円を10,800円でご提供
・食前酒　　・前菜　　・お造り　　・茶碗蒸し　・黒毛和牛陶板焼き
・温物　　　・天ぷら　・ご飯　　　・止め椀　　・香の物　　・デザート
※お申し込みの際には「お得な宿泊プラン」とお伝えください。

期間中、宿泊ご利用の皆さまに「ご宿泊ポイントチケット」を
２倍進呈いたします。
通常　￥5,000につき1枚のところを2枚進呈！

 5 枚集めると　1,000円割引
10枚集めると　2,000円割引
15枚集めると　3,500円割引
20枚集めると　5,000円割引
※ポイントチケットの有効期限は平成32年3月30日までと長期間なのでウレシイ！！

旬まちの

▲網の下に潜り込んで海苔を刈り取る「もぐり船」

　兵庫県産の海苔は、古宮にある
「兵庫県漁連のり流通センター」に
集められた後、「兵庫のり」のブラ
ンド名で全国に出荷されています。
業務用（主にコンビニおにぎり）
の海苔として生産量、消費量とも
に日本一のシェアを誇っています。
　播磨町漁業組合の組合長 藤原正
照さんに、播磨町産の海苔につい
てお話を伺ってきました。
●種付け～養生～収穫の時期
　10月ごろに種のついた海苔養殖網を海面に張って
海苔の芽が出たら、いったん引き揚げて冷凍保存し
ます。海水温度が下がるのを待ってから、加古川の
河口付近（別府沖と高砂沖）の漁場に設置します。
海苔は約１ヵ月で30㎝ほどに成長し、12月から３
月まで刈り取りが行われます。
●海苔を刈り取る「もぐり船」　
　海苔網の下に潜り込んで進む「もぐり船」。船の

天井に持ち上げた網から垂れ下が
った海苔を、操舵室の前に設置し
ている回転刃でかき取ります。刈
られた海苔は、船の床に作られて
いる水槽に集められます。
　播磨町の海苔は、古宮漁港にあ
る加工場の水槽に船から直接ホー
スで送り込みます。加工場で、洗浄、
乾燥、形成して、丁寧に一束ごと
に紙帯をしてからのり流通センタ

ーに搬入します。
●町内学校給食でふるさとの味
　町内の小中学校の給食は、古宮漁港から納入され
た海苔を使ったメニューが１～６月に登場します。
味付け海苔や焼き海苔、手巻き寿司用の海苔として、
子どもたちにふるさとの味を届けています。
▶問合せ　「兵庫のり」の購入など問い合わせ先
兵庫県漁連のり流通センター☎078（943）5055

日本一の生産量「兵庫のり」と播磨町産の海苔日本一の生産量「兵庫のり」と播磨町産の海苔
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行政相談
 日時 ２月22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・火・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）
ローンやクレジットの返済でお困りの
方はご相談ください。
 日時 毎月第２木曜日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）
税理士会の税務相談（予約が必要）
 日時 ２月２日(火)、９日(火)、
  16日(火)、23日(火)
  13：30～16：30
 場所 加古川税理士会館
 問合せ  近畿税理士会加古川支部
 ☎０７９（４２１）１１４４
税務相談（予約が必要）
 日時 ２月５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
起業・開業相談（予約が必要）
 日時 ２月12日（金) 13：00～15：00
 場所 播磨町商工会館
 対象 開業予定者及び開業まもない方
 申込み・問合せ  播磨町商工会
 ☎０７９（４３５）１６３０

法律相談（予約が必要）
 日時 ２月２日(火)、16日(火)
  10：00～12：00
  ２月８日(月)、22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 ２月25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 ２月17日(水) 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 ２月３日(水)、17日(水)
　　　 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 ２月10日(水)、24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 ２月22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 ２月３日(水) 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 ２月10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

２ 月 の 各 種 相 談

税理士記念日
「税金でんわ相談室」

あらゆる税金の電話相談（無料）
２月22日（月）、23日（火）

10:00 ～ 16:00
近畿税理士会　加古川支部

☎０７９（４２２）７７３７

播磨町男女共同参画事業　出前チャレンジ相談
　「起業してみたい」「再就職したいな」「働きたいけど、どうやって働い
たらいいのかわからない」「子育てや仕事、家庭の両立で悩んでいる」
　そんな女性の不安を解消し、新しい第１歩を踏み出すお手伝いをします。
　予約制の個別相談（50分）です。お気軽にご相談ください。
▶場所　中央公民館　特別研修室
▶日程　２月23日（火）、３月22日（火）、29日（火）
▶時間　９：00、10：00、11：00（各50分）
▶相談員　山脇洋子（２級キャリアコンサルティング技能士、キャリアデ
ベロップメントアドバイザー）
▶申込み・問合せ　予約が必要です。直接窓口でお申し込みいただくか、
電話、ＦＡＸで氏名、年齢、電話番号、ご希望の日時をお知らせください
生涯学習グル―プ
☎０７９（４３５）０５６５　 ０７９（４３７）４１９３
※１歳半から就学前までの無料一時保育があります。予約をしてください。
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