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主な内容
・子育て支援センター
・くらしのカレンダー ほか

まちからのおしらせ
10月の予定

子育て支援センター

子育てサロン マザーズ＆キッズ
・日時

１０月 ３日(木)
７日(月)
９日(水)
１２日(土)
１５日(火)
１６日(水)
１９日(土)
２３日(水)
２４日(木)
２６日(土)
３０日(水)

園庭開放
園庭開放
すくすく広場
園庭開放
園庭開放
すくすく広場
園庭開放
すくすく広場
園庭開放
園庭開放
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
問合せ 子育て支援センター(和束保育園内)
☎ ７８－２１５６

相楽休日応急診療所診療体制
受付時間 午前８時３０分
～お昼１２時３０分
診療時間 午前９時００分～
場
所 相楽会館内
(京都府山城南保健所となり)
◆10月・11月の診療科目(急に変更になる場合があります）
１０月 ６日(日)
１０月１３日(日)
１０月１４日(月・祝)
１０月２０日(日)
１０月２２日(火・祝)
１０月２７日(日)
１１月 ３日(日)
１１月 ４日(月・祝)
１１月１０日(日)
１１月１７日(日)
１１月２３日(土・祝)
１１月２４日(日)

内科・小児科
内科
内科
内科・小児科
内科・小児科
内科・小児科
小児科
内科・小児科
内科・小児科
内科
内科
内科・小児科

◆症状によっては診察できない場合や、京都山城
総合医療センターを紹介する場合があります。
受診前には電話でお問い合わせください。

◆問合せ 相楽休日応急診療所(相楽会館内）
診療所直通 ☎ (０７７４）７３－９９８８

①

・場所
・対象者
・持ち物
・参加料

１０月１０日(木)・２４日(木）
午前１０時～正午
和束町社会福祉センター
１階相談室・老人室
０歳児以降の未就園児と保護者
妊婦さんも参加できます
サロンの持ち物は特にありませ
んがこどもに必要なもの等は、
各自用意
無料

＊日程は都合により、変更する場合もあります
＊特別企画など上記日程以外で別途開催する
場合があります

茶源郷まつり
開催日/開催期間 １１月２日(土)～３日(日)
開催時間 １日目(午前１０時～午後４時）
２日目(午前９時～午後４時）
場所
和束運動公園
※内容等詳細は、別紙チラシをご覧ください
問合せ
茶源郷まつり実行委員会
(和束町役場 総務課内 ☎ ７８－３００１）

運転免許証を自主返納された方
を支援します
町では、運転に不安を持つ高齢者の自主的な運転免
許証の返納を支援することで、交通事故の抑止と路線バ
スの利用促進を図ることを目的に、運転免許証を自主返
納された６５歳以上の方を対象に、奈良交通バスで利用
できるICカード乗車券（CI-CA)を５，０００円分お渡しして
います。
◆対象者
６５歳以上で、運転免許証を自主返納された方
（町民に限る）
※ただし、運転免許証を自主返納された日において６５
歳未満の方は除きます。
◆申込方法
１．運転免許証を返納
（返納場所：最寄りの警察署又は運転免許試験場）
２．支援の申請（和束町役場）
受
付： 和束町役場 総務課（庁舎２階）
必要なもの： 運転免許の取消通知書
３．ICカード乗車券の送付
書類に問題がなければ、ご自宅にICカード乗車券
を送りします。
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和束町戦没者追悼式
和束町では、戦没者英霊に追悼の誠を捧げる
ため、令和元年度和束町戦没者追悼式を挙行
します。ご遺族の方、また多くの町民の皆さんの
参列をお願いします。
日 時 １０月１８日（金) 午前１０時開式
場 所 和束町社会福祉センター（大ホール）
問合せ 福祉課 ☎ ７８-３００６

子育てクッキング教室
日 時 １１月２５日（月) 午前１１時～
場 所 和束町社会福祉センター１階
対象者 妊婦さん、小学校入学までのお子さんの
いる保護者
持ち物 エプロン・三角巾・手拭きタオル・ふきん
お子さんの替えオムツ・水筒（名前記入）
費用
３００円
締切
１１月１８日（月）
申込み 福祉課 ☎ ７８-３００６

農地の適正な管理をお願いします
ー周囲に迷惑がかからないようにー
遊休農地は、火災や病害虫の発生の原因や、
有害鳥獣の潜入、不法投棄の場所となることが
多く、周辺農地や近隣住民に悪影響をおよぼし
ます。耕うん、または草刈りをおこなうなど農地
の適正な管理をお願いします。
和束町農業委員会 ☎７８-３００８

特定健診・健康検査はお済みですか
国民健康保険及び後期高齢者医療保険の
被保険者のみなさんを対象に実施している特
定健診・健康診査は、１０月３１日までです。
生活習慣病の予防と早期発見のため、この機
会にぜひ受診してください。
税住民課 ☎７８-３００５

楽しくスリム運動教室
健康増進のため、定期的に運動教室を開いてい
ます。日頃、運動したいと思っている人、運動不足
と感じている人、運動を無理なく続けたい人、参加
者みんなと一緒にからだを動かしませんか。お気軽
にお問い合せください。
日 時： 毎月 第２・４木曜日
午後１時３０分～午後３時３０分
場 所： 和束町社会福祉センター (大ホール)
内 容： 音楽にあわせて楽しくエクササイズ
講 師： 堀込 真佐子さん
（健康運動実践指導者）
持ち物： お茶・タオル・上靴
（当日動きやすい服装、滑りにくい靴
でお越しください）
申込み・問合せ
福祉課 健康係 ☎ ７８-３００６

毒物劇物危害防止運動
毒物や劇物は農薬・燃料等、私たちの身近な場所で使用
されていますが、吸引や接触によって中毒になるなど人体
への影響が強いことから取扱いには十分な注意が必要で
あり、取扱いをひとつ間違えると重大な被害が生じることが
あります。そのため、毒物劇物を取扱う際には、次のことを
守って正しい使用・保管管理・破棄をおこなうことが大切で
す。
・正しい使用方法を守りましょう
・盗難にあわないよう、鍵のかかる専用の保管庫に入れ
毒物や劇物以外のものとは一緒にせず、保管庫につい
ては簡単に壊されないよう、しっかりとした材質（鉄製
など）のものにしましょう。
・容器、保管場所には「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」と
正しく表示しましょう。
・飲食物の容器には、絶対入れ替えてはいけません。間違
えて飲んでしまうと大変なことになります。
・廃棄は決められた方法でおこないましょう
・常に在庫を確認し、万が一盗難にあったり、紛失した場合
はすぐに警察に通報しましょう
・毒物や劇物を飛散、流失等させた場合で他の住民への危
害が生じると考えられる場合は、すぐに保健所、警察署ま
たは消防機関に通報しましょう。
農村振興課 ☎ ７８-３００８

食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、実りの秋。楽しみの多い季節
がやってきました。皆さんはどのような秋をおすごしでしょうか。やさし
い虫の音に心をいやされながら、たっぷりと睡眠をとって秋の夜長を
お元気におすごしください。

②
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こんな時は水道・下水道の届出が必要です
水道の使用開始や使用中止するとき、または所有者や使用者を変更するときは、役場上下水道係にお届けく
ださい。また、下水道が整備され、供用が開始された地域では、下水道に接続していただけるようになっていま
す。下水道の場合も水道と同様に届出が必要となります。
届出時間については、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。
休止や、長期にわたって使用なされていない場合、お届けがないと、使用されていなくても基本料金を請求い
たしますので、ご注意ください。
必要な届出は以下のとおりです。
◎水道の使用を開始・中止する ・・・・ 和束町簡易水道新規加入・再開栓・閉栓申請書
◎水道の使用者・所有者が変わる・・・ 給水装置使用者・所有者変更届
◎下水道の使用を開始・中止する ・・・ 公共下水道使用開始等届出書
◎下水道の使用者等が変わる
・・・ 公共下水道使用者等変更届出書
各種届出用紙が必要なときは、上下水道係へご連絡ください。また、町のホームページからダウンロードする
こともできます。
問合せ 建設事業課上下水道係 ☎ ７８-３００７

１０月１日は『浄化槽の日』です
「浄化槽の日」は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が、昭和６０年１０月１日に施行されたのを記
念して、昭和６２年に設けられました。
■浄化槽は維持管理が大切です
浄化槽の管理が不十分だと、隣近所に悪臭などの迷惑をかけたり、側溝や河川を汚し、生活環境を悪化させ
ることになります。
浄化槽を使用されている方は次の３つの義務（「保守点検」「清掃」「法定検査」を守り、正しく管理しましょう。
■ 保守点検は登録業者に
保守点検は機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。概ね3～4ヵ月に1回以上（機種により異なる）
行ってください。保守点検は、京都府の登録業者が行うことになっています。
問合せ 京都府山城南保健所 環境衛生室環境担当 ☎（0774）72-4303（直通）
(公社）京都保健衛生協会 ☎ (０７５)６８１-１７２７
■ 清掃は許可業者に
浄化槽は、浄化機能を損なわないように、年１回以上の清掃をしましょう。
なお、下水道への切り替えや建物の解体による浄化槽の廃止の際には、槽の最終清掃が必要です。最終清
掃を実施しないと、槽に付着した汚泥（一般廃棄物）をそのまま投棄することになり、法律違反になります。清
掃は、相楽郡広域事務組合の許可を受けた下記業者に必ず依頼してください。
【浄化槽清掃業者】
㈱クリーンサービス山城 ☎ （0774）94-3241
大和清掃
☎ （0742）61-4798
㈱相楽清掃
☎ （0774）76-2417
城南衛生㈱
☎ （0774）62-9000
相楽商事
☎ （0774）62-3009
平安衛生開発㈱ ☎ （0774）62-1732
㈲フシミ
☎ （075）601-6714
■ 指定検査機関の定期検査を受けてください
使用開始後の3～8ヵ月の間に1回（7条検査）と、その後は1年に1回（11条検査）、京都府知事が指定した検査
機関の検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
※指定検査機関 （公社）京都保健衛生協会 TEL（075）681-1727
問合せ

③

相楽郡広域事務組合事務局 ☎ （０７７４）７２－０４２１
和束町 農村振興課
☎ ７８ー３００８

曜日
日付

10月

古紙
回収

略称

すくすく広場(支援セ/10:00～)

16 水 すこやかファイト教室

白栖

18 金 和束町戦没者追悼式(社セ/10:00～)
19 土

木屋
門前

3 日

茶源郷まつり(和束運動公園/9:00～)

4 月
湯船

21 月

中

中

5 火 園庭開放日(支援セ/10:00～)

社会福祉センター

:

東
別陽

すくすく広場(支援セ/10:00～)

:

6 水 すこやかファイト教室
(老福セ/13:30～)

22 火

7 木 いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

園
別所

23 水 すくすく広場(支援セ/10:00～)

8 金

南
撰原

25 金 人権相談(ふセ/13:30～)
26 土

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
(保育園10:00～12:00)
共同浴場無料開放日

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
(保育園10:00～12:00)

石寺

10 日

:

11 月 シニアライフサポート学級
(老福セ/10:00～)

海セ…海洋センター

園庭開放日(支援セ/10:00～)

27 日

12 火 税住民課証明交付業務時間延長日

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～)

杣田

(17:15～19:00)

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～)

29 火 乳児健診･相談(社セ/13:15～)

14 木

30 水 すくすく広場(支援セ/10:00～)

15 金 肺がん・大腸がん検診(巡回)

町府民税納期限(第3期)

体験交流センター図書室開室日
貸出
水・金・土・日
閲覧
木
開室時間 午前 9：00～12：00
午後13：00～16：30
＊休室 月・火・祝日(土・日を除く)

31 木 国民健康保険税納期限(第5期)

後期高齢者医療保険料納期限(第4期)

古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台

釜塚

門前

④

いきいきこども館

老人福祉センター

:

9 土

こども館

老福セ

24 木

園庭開放日(支援セ/10:00～)
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～)

子育て支援センター

20 日

:

支援セ

社セ

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
(保育園10:00～12:00)
おかし作り教室(こども館/13:30～)

2 土

茶源郷まつり(和束運動公園/10:00～)
園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
(保育園10:00～12:00)

体験交流センター

ふれあいセンター

17 木 いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

古紙
回収

1 金 園庭開放日(支援セ/10:00～)

ふセ
:

行事案内

体セ

(老福セ/13:30～)

(時間は24時間表示です)

略称

行事案内

曜日
日付

くらしのカレンダー
11月

