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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
11月の予定
１1月 １日(木)
２日(土)
５日(火)
６日(水)
９日(土)
１２日(火)
１３日(水)
１６日(土)
２０日(水)
２２日(金)
２７日(水)
２９日(金)
３０日(土)

子育て支援センター
園庭開放
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
すくすく広場
園庭開放日
園庭開放日

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)

子育てサロン マザーズ＆キッズ
・日時
・場所
・対象者
・持ち物
・参加料

１１月１４日(木)・２８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

社会を明るくする運動書道展
１１月１６日（土）の「少年の主張大会」にあわせて、
小学校４年生以上のみなさんによる書道展を開きます。
展示期間：１１月１日(金)～30日(土)
展示場所：和束町社会福祉センター (大ホール)
主 催 ：和束町社会を明るくする運動連絡協議会
事務局・問合せ：税住民課 ☎78-3005

狩猟解禁のお知らせ

１１月１５日から令和２年２月１５日まで、狩猟が解禁されま
す。ただし、京都府では農作物への被害が大きいことからニ
◆１１月・１２月の診療科目(急に変更になる場合があります）
ホンジカとイノシシに限り狩猟期間を１ヶ月延長し、令和２年
３月１５日までとされています。
小児科
１１月 ３日(日・祝)
◆山などに入山される時は、オレンジ色などの帽子や服を
内科・小児科
１１月 ４日(月・振)
着用し、できるだけ目立つ装いを心がけ、鈴やラジオなどを
内科・小児科
１１月１０日(日)
内科
１１月１７日(日)
携帯し自分の存在がわかるよう気をつけて下さい。
内科
１１月２３日(土・祝)
◆狩猟は、「猟銃」だけでなく「わな」でも行われます。危険な
内科・小児科
１１月２４日(日)
場合がありますので、「わな」の仕掛けにも十分ご注意くださ
小児科
１２月 １日(日)
い。
内科
１２月 ８日(日)
◆狩猟期間終了後も、サル等の有害鳥獣捕獲を実施してお
内科・小児科
１２月１５日(日)
りますので、引き続きご注意下さい。
内科・小児科
１２月２２日(日)
《狩猟をされる皆さんへ》
内科・小児科
１２月２９日(日)
狩猟をされる方は、ルールを守り、周辺住民や猟仲間、そし
内科
１２月３１日(火)
てご自身の安全を第一に心がけていただき、マナーにも十
◆症状によっては診察できない場合や、京都山城
分配慮して狩猟を行って下さい。
総合医療センターを紹介する場合があります。
※狩猟を行う場合は、狩猟免許を所持しているだけでなく京
受診前には電話でお問い合わせください。
都府への「狩猟者登録」が必要です。登録のないまま狩猟を
◆問合せ 相楽休日応急診療所(相楽会館内）
行うと違法になりますので、くれぐれもご注意下さい。
診療所直通 ☎ (０７７４）７３－９９８８
問合せ 農村振興課 ☎７８－３００８

①
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府民講座

子育てクッキング教室
みんなで楽しくお料理しませんか。
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下
さい。
日 時： １１月２５日（月) 午前１１時～午後１時
受付１０時３０分から
場 所： 和束町社会福祉センター１階
対象者： 小学校入学までの親子・妊婦さん
（託児あり）
持ち物： エプロン・三角巾・手拭きタオル・ふきん
参加費： 1組３００円（材料費）
申込み締切：
１１月１８日（月）
申込み・問合せ： 福祉課 ☎ ７８-３００６

メニュー
炊飯器で簡単♪サムゲタン風お粥
にんじんしりしり
デザート

府民講座をひらきます。町民のみなさんもぜひご参
加ください。
講演内容： 「インターネットと人権侵害」
日
時： 令和元年１１月２５日（月）
午後５時４５分から
場 所 ： 社会福祉センター２階大ホール

和束町プレミアム付商品券の
申請と販売の期間を延長します
「まちからのおしらせ9月号」でお知らせしています
和束町プレミアム付商品券事業は、消費税・地方消
費税率の引き上げに伴い住民税非課税者・子育て
世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域
における消費を喚起・下支えすることを目的に、住
民税非課税者・子育て世帯向けに実施しておりま
す。
当事業の購入引換券交付の申請受付と、商品
券販売の期間を延長します。
申請受付 8月 1日（木）～11月29日（金）まで
販売期間 9月17日（火）～12月25日（水）まで
問合せ 福祉課 ☎78-3006
（購入引換券交付申請に関すること）
農村振興課 ☎78-3008
（商品券販売に関すること）

路線バスを利用しましょう
路線バスは、今は利用していない人でも、将来自家用車を運転できなくなったときや、家族が通勤・通学で
バスを利用する場合等を考えると、将来的にも私たちの生活になくてはならない交通手段と言えます。
路線バスは国・府・町の補助金によって運行されています。国・府の補助金は利用者数等を元に算出され
ているため、利用者の減少が続きますと、数年後には国・府の補助金を受けることができなくなるおそれがあ
ります。その結果、町の財政負担は増大し、路線を維持することが困難になります。住民のみなさんの交通
手段としてのバス路線を維持していくためにはみなさんの積極的なバス利用が必要です。
また、京都府では、毎年１１月の土日祝日に路線バス等の乗車運賃が大人１人につき同伴の小学生以下
の子ども２人まで無料となる「バス・エコファミリー」の取り組みを行っています。（定期券利用は対象外）
利用方法は、降車時、運転手に「エコファミリー」と申告するか和束小学校を通じて配布しているチラシを見
せてください。
これをきっかけに積極的なバス利用をお願いします。
◆和束町路線バス等対策協議会事務局 （総務課内）℡７８－３００１
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11月は「エコドライブ推進月間」

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

不要な荷物は降ろす。
タイヤの空気圧はメーカー推奨値よりもやや高めに入れる。
シートベルトの着脱など、エンジンをかけるまえにできることは、すべてやっておく。
アイドリングはしない。
走行中は一定速を意識し、赤信号などで停止することがわかっているときは早めに
アクセルペダルから足を離す。
（6） 下り坂ではエンジンブレーキを活用し、上り坂では手前で軽く加速してスムーズに
上れるようにする。
（7） 有料道路の料金所ではETCを使用するか、現金を手元に用意しておく。
（8） 駐車場では空いている場所にサッと止めて、エンジンはすぐに切る。
（9） エアコンの設定温度は「そこそこ快適」くらいに留める。夏場は駐車中に日よけを
使うなど、車内温度が上がり過ぎないように配慮する。
（10） 渋滞の場合はSAで休憩するなど、燃料消費の回避に努める。
問合せ

農村振興課

☎７８－３００８

使用済み小型家電リサイクルにご協力を
小型家電回収ボックスを設置しています(役場ホール・体験交流センター）
電気や電池で動く小型家電には貴金属やレアメタルなどの有用金属が含まれています。こうした
小型家電を資源として効果的に回収するため、和束町役場住民ホールと体験交流センター入口内
の２か所に小型家電回収ボックスを設置しています。ぜひご利用ください。
※回収ボックスに投入できる小型家電は開口部(縦２０㎝×横３５㎝)に投入できる大きさの小型家
電で、主にデジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯音楽プレイヤ－、小型ゲーム機、電子辞書、電卓、
カーナビ、ビデオデッキ、携帯用ラジオ、携帯電話、付属品(電気コード・アダプター・ケーブル)等で
す。家電リサイクル法対象品目(テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫)は投入で
きません。また切断等をしないと投入できない大きさの小型家電も投入できません。
なお、携帯電話等個人情報が含まれる小型家電は、個人情報を消去してから回収ボックスに投入
して下さい。一度回収ボックスへ投入されたものは、取り出すことはできませんのでご注意ください。
電池や電球は取り外し回収ボックスへは投入しないでください。
他のごみ(可燃物やプラスチック容器包装等)や危険品(カミソリ、ライター等)は回収ボックスへ投入
しないでください。
デスクトップ型パソコンは本体のみとし、キーボードやディスプレイは投入しないでください。
問合せ 農村振興課 ☎７８－３００８

秋も深まり、日が短くなってまいりました。
朝晩の冷え込みも厳しくなり体調をこわしやすい
時期でもあります。
体調の管理に気を配り、実りある晩秋をお過ごし
ください。
③

曜日
日付

11月

1 日

ふれあいセンター

2 月

園庭開放日(支援セ/10:00～)
国民健康保険税納期限(第６期)
後期高齢者医療保険料納期限(第５期)

湯船

18 月

中

19 火

原山

4 水

白栖

5 木 いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

すくすく広場(支援セ/10:00～)

7 土

23 土

8 日

海セ…海洋センター

26 火

27 水 人権相談(ふセ/13:30～16:00)
すくすく広場(支援セ/10:00～)
28 木

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 金 園庭開放日(支援セ/10:00～)

30 土

総合がん検診(社セ/9:00～)
園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
(保育園10:00～12:00)
工作教室 (こども館/13:30～)
古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台

園
別所

:
第19回和束町人権を考える集い
(ふセ/９:30～12:00)
園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
(保育園/10:00～12:00)
映画鑑賞会(こども館/13:30～)
人権啓発街頭活動
(白栖橋前交差点/７:30～)
人権相談日(ふセ/9:00～12:00)
園庭開放日(支援セ/10:00～)
シニアライフサポート学級
(老福セ/10:00～)

:

10 火 税住民課証明交付業務時間延長日

杣田

(17:15～19:00)

11 水 すくすく広場(支援セ/10:00～)

12 木

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～)

南
撰原

13 金
14 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)
もちつき大会・清掃活動
(こども館/9:30～14:00)

15 日

体験交流センター図書室開室日
貸出 水・金・土・日
閲覧 木

釜塚
下島

石寺

湯船

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)

④

いきいきこども館

老人福祉センター

25 月

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

こども館

老福セ

9 月

:

シニアライフサポート学級
(老福セ/10:00～)
子育てクッキング(社セ/1１:00～)
乳児相談(社セ/1３:15～)
共同浴場無料開放日
肺がん・大腸がん検診(巡回)
税住民課証明交付業務時間延長日
(17:15～19:00)

東
別陽

6 金

22 金 園庭開放日(支援セ/10:00～)
総合がん検診(社セ/9:00～)

24 日

中

子育て支援センター

社会福祉センター

21 木

(老福セ/13:30～)
いきいき元気塾(老福セ/13:00～)
肺がん・大腸がん検診(巡回)

3 火 1歳６ヶ月児健診(社セ/1３:00～)

:

支援セ

社セ

17 日

20 水 すこやかファイト教室

古紙
回収

体験交流センター

園庭開放日(支援セ/10:00～)
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～)
第35回和束町少年の主張大会
(社セ大ホール/ 13:30～）

行事案内

体セ

ふセ
:

古紙
回収

(時間は24時間表示です)
略称

略称
:

16 土

行事案内

曜日
日付

くらしのカレンダー
12月

