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主な内容
・子育て支援センター
・子育てクッキング教室 ほか

５月の予定

子育て支援センター

５月 ２日(水) 園庭開放
９日(水) すくすく広場
１１日(金) 園庭開放
１２日(土) 園庭開放
１４日(月) 園庭開放
１６日(水) すくすく広場
１９日(土) 園庭開放
２３日(水) すくすく広場
２４日(木) 園庭開放
２６日(土) 園庭開放
３０日(水) すくすく広場
・時間 午前１０時から
(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)
・場所 和束保育園
・その他 各自必要なものはお持ちください。
・問合せ先 子育て支援センター(和束保育園内)
℡ ７８－２１５６
❀

子育てクッキング教室
手軽に作れる献立を用意していますのでみんなで
一緒に作りませんか？
離乳食期のお子さんの食事も大人から取り分けなが
ら作ります。
ぜひお子さんと一緒にご参加ください♬
日時：５月２３日（水）
午前１１時～午後１時 (受付 午前１０時３０分
～)
場所：社会福祉センター １階
対象者：妊婦さん、小学校入学前までのお子さんと
保護者の皆さん
内容：①調理実習
②試食
持ち物：調理実習材料費300円・エプロン・三角巾・手
ふきタオル・フキン・お子さんの替えオムツ・お茶(名前
を記入しておいてください)
申し込み：福祉課 健康係 ℡７８-３００６
※材料等準備が必要ですので、５月１６日（水)までに
お申し込みください。

「第３８回京都府女性の船」参加者募集のご案内

❀

〇趣旨 地域づくり・ＮＰＯ活動等に関心のある女性や、職場でさらに能力を発揮したい女性に、学習とネット
ワークの構築の機会を提供し、地域・職場の課題解決や社会・経済の活性化のために活躍する女性リーダーを
育成する。
〇主催 京都府 訪問地 北海道
〇実施時期 平成３０年度９月７日（金）～９月１０日（月）（３泊４日）なお、参加者には８月２５日（土）に研修（事
前研修）を、９月２９日（土）に研修Ⅲ（事後研修）を受講していただきます。
〇研修概要 ・講義 ・課題別グループ学習 ・全体発表、意見交換会・現地で活躍する方による講演 ・社会見
学 等
〇募集人員 １００名
〇応募資格 京都府内に居住又は勤務する概ね２０歳以上の女性で、次のすべての項目に該当する方
① 地域や職場の課題解決や活性化のために、さらに能力を発揮して活躍したいという意欲のある方
② 健康で、この研修に十分耐え得る体力のある方
③ 団体生活に適応できる方
④ 研修Ⅰから研修Ⅲまでのすべてに参加できる方
※過去の「京都府女性（婦人）の船」に参加された方については、その経験を生かして現在就業・活動等をして
おり、初めて参加する方をサポートする役割も果たす意志のある方に限り、１０名程度の参加を認めます（ただ
し、原則として最近２年以内に参加された方は除きます。）
〇参加費 ３５，０００円
〇申込期間 平成３０年４月２日（月）～５月３１日（木）（必着）
〇申込先 ・居住地（居住地が京都府外の者は勤務地）の市町村の男女共同参画担当課
・居住地又は勤務地が京都市内の方は、京都府府民生活部男女共同参画課
※郵送又は持参にて受付
〇提出書類 ① 参加申込書 ② アンケート
〇申込書の入手方法 府広域振興局、府内各市役所及び町村役場、府税事務所、教育局、京都府男女共同参
画センター等で配布します。また、京都府男女共同参画課のホームページからもダウンロードできます。
アドレス：http://www.pref.kyoto.jp/josei/index.html
〇問合せ先 京都府府民生活部男女共同参画課
TEL：075-414-4291 FAX：075-414-4293
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入

①
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クロスコネクションとは、水道の給水管と水道以外の管が接続されていることを言います。また、バ
ルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切替えて使用されているような状態もクロスコネ
クションになります。

クロスコネクションは、山水や井戸水
などが水道管に流入し、水道水質に
悪影響を及ぼすことも考えられるため、
水道法により固く「禁止」されています。
また、大量の水道水が井戸などに流
れ込み、後日高額の水道料金が請求
される場合もあります。
【クロスコネクションの例】

【クロスコネクションの事故例（他市町村の事例を含む。）】
・ 山水の配管と水道の給水管を接続し、バルブを操作することで山水と水道水
の使用を切り替えていたが、バルブ操作を適切に行わなかったため、水道水
が山水の配管に逆流していた。検針時に使用水量が大きく増加したことで異
常に気づいた。
・ 自家用井戸水の配管と給水管を接続していたが、長年の使用で自家用井戸ポ
ンプ内蔵の逆止弁が破損し、水道水が井戸へ流れ出ていた。検針時に異常に
気づいた。
・ 井戸水の配管と水道の給水管が接続されていたが、逆止弁が不調であったた
め逆流が生じ、水道の配水管内に井戸水が混入した。付近の住民の苦情によ
り異常が発覚した。

クロスコネクションになっている場合は、町指定給水装置工事事業者へ連絡
して、速やかに給水管と水道以外の管とを切り離し、水道水以外を使用する場
合は、水道とは別に専用の蛇口などを設けてください。

安心・安全な水道水が利用できるよう、
一人ひとりがルールを守りましょう。

②
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犬はルールを守って飼いましょう
～隣近所に迷惑になっていませんか～

○放し飼いは絶対しないでください。
○散歩時のフンは、必ず飼い主が持ち帰りましょう。
○狂犬病予防注射は、毎年受けさせましょう。
○犬の鳴き声（無駄吠え）が近隣周辺に迷惑になっていないでしょうか。
無駄吠えが多くなったら次のようなことを考慮して改善できる範囲で飼育管理を見直しましょう。
①用便をたしたいとき
⑤居心地が悪いとき

②運動不足

③淋しいとき

④体の具合が悪いとき

⑥近所に無駄吠えをする犬がいてまねをする

⑦発情した雌犬がいるとき

野焼きは法律で禁止されています
廃棄物を法令に定めた焼却炉を用いず焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は、「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律」、「京都府環境を守り育てる条例」で禁止されています。

《罰則規定》
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
・処理基準等に違反し、野焼きを行った者
３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金(併科)
・無許可で廃棄物を処理した者
５年以下の懲役又は１，０００万円以下の罰金(併科)
「京都府環境を守り育てる条例」
・規定等に違反し、廃材等の野焼きを行った者
５万円以下の罰金
【問合せ】役場農村振興課 ℡７８-３００８
みなさんのご協力をお願いします。

ゴミ分別のお知らせ
プラスチックゴミで
①割り箸の袋に「つまようじ」を入れて出さないでください。
②乳酸菌飲料の蓋のアルミ箔は取り外して粗大ゴミで出してください。
【問合せ】 役場農村振興課 ℡７８-３００８

地域を支える公共交通 路線バスを利用しましょう
③

くらしのカレンダー
古紙
回収

16 水 すくすく広場(支援セ/10:00～)

白栖

行事案内

古紙
回収

1 金 園庭開放日(10:00～11:30)
人権相談(ふセ/13:30～)
園庭開放日(10:00～11:30)

17 木 いきいき元気塾（老福セ/13:00～）

体セ

2 土 おもちゃ図書館

(保育園/10:00～12:00)

:

社セ

:

23 水

すくすく広場(支援セ/10:00～)
乳児相談(社セ/13:15～)
すこやかファイト教室（老福セ/13:30
～）

8 金

南
撰原

24 木

マザーズ＆キッズ(社セ/10:00～)
園庭開放日(10:00～11:30)
いきいき元気塾（老福セ/13:00～）
楽しくスリム運動教室(社セ/13:30～)

9 土 園庭開放日(10:00～11:30)
おかし作り教室(こども館/14:00～)

石寺

園庭開放日(10:00～11:30)
おもちゃ図書館
(保育園/10:00～12:00)
クッキング教室(こども館/10:30～)

4 月

20 日

湯船

21 月

中

5 火 園庭開放日(10:00～11:30)
6 水 すこやかファイト教室（老福セ/13:00
～）

25 金 人権相談(ふセ/13:30～)

10 日

園庭開放日(10:00～11:30)
おもちゃ図書館
(保育園/10:00～12:00)
野菜作り教室(こども館/13:30～)
共同浴場無料開放日

シニアライフサポート学級（老福セ

11 月 /10:00～）

:

園庭開放日(10:00～11:30)

海セ…海洋センター

27 日

12 火 税住民課証明交付業務時間延長日
（17:15～19:00)

28 月 シニアライフサポート学級（老福セ
/10:00～）

13 水 すくすく広場(支援セ/10:00～)

29 火

14 木

30 水 すくすく広場(支援セ/10:00～)

15 金

無料交通事故相談
(木津総合庁舎/9:00～)
マザーズ＆キッズ(社セ/10:00～)
いきいき元気塾（老福セ/13:00～）
楽しくスリム運動教室(社セ/13:30～)

杣田

下島
釜塚

門前

31 木 いきいき元気塾（老福セ/13:00～）
軽自動車税納期限（全期）
新茶の季節が
やってきました
体験交流センター図書室開室日
貸出 水、金、土、日
閲覧 木
休室 月、火、祝日(土･日を除く)

開室時間
午前
９：３０～１２：００
午後
１３：００～１６：３０
昼休み １２：００～１３：００

古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台

④

いきいきこども館

老人福祉センター

26 土

中

すくすく広場(支援セ/10:00～)

22 火 税住民課証明交付業務時間延長日
（17:15～19:00)

:

3 日

こども館

老福セ

園
別所

19 土

門前

子育て支援センター

社会福祉センター

7 木 いきいき元気塾（老福セ/13:00～）

18 金 行政相談(役場相談室/13:30～)

支援セ

ふれあいセンター

東
別陽

体験交流センター

ふセ
:

行事案内

略称

略称
:

6月

曜日
日付

曜日
日付

5月

(時間は24時間表示です)

