
秋の粗大ゴミ収集日程表

南　　条　　地　　区

地域名 場　　所 日　　時

日野川
東部 南条総合運動公園駐車場

（牧谷地係）

10 月 20 日（日）
13：00 ～16：00

日野川
西部

10 月 27 日（日）
13：00 ～16：00

今　　庄　　地　　区

地域名 場　　所 日　　時

今　庄 今庄除雪基地 10 月 13 日（日）
13：00 ～16：00宅　良 スポーツパーク 476 駐車場

堺 堺体育館駐車場 10 月 20 日（日）
13：00 ～16：00堺　東 宇津尾集落センター

湯　尾 湯尾保育所横駐車場 11 月 3 日（日）
13：00 ～16：00鹿　蒜 南今庄ごみステーション横

河　　野　　地　　区

地域名 場　　所 日　　時

桜　橋 桜橋総合運動公園駐車場 10 月 13 日（日）
9：00 ～正午甲楽城 ゆうばえ前海側駐車場

河　今
大　谷 河野総合事務所北側駐車場

10 月 27 日（日）
9：00 ～正午糠

八　田
杉　山

糠は瀬戸 勝氏宅前駐車場
八田・杉山は指定場所

■ 収 集 日

■問合せ
　建設整備課　　　　☎ 47－8003
　今庄・地域振興Ｇ　℡ 45－8002
　河野・地域振興Ｇ　℡ 48－7705

■ 収集できる粗大ゴミ

（注）・ 発泡スチロールは粗大ゴミでの収集は行いません。汚れの無いものはプラスチック
製容器包装ゴミ（週 1 回）に、汚れのあるものは燃やせないゴミに出してください。

　　・農機具等については、解体しても粗大ゴミとして収集いたしません。
　　・判断しにくいものにつきましては、事前にお問い合せください。

区　　分 出してもいいゴミの種類

家電製品類

掃除機・電子レンジ・ビデオデッキ・ラジカセ・温風ヒーター・電気ストー
ブ・電気炊飯器等、燃やせないゴミとしては出せない大型の家電品
※ 1   テレビ・冷蔵庫（冷凍庫含む）・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・

パソコンは収集しません。

鉄　類 自転車・トタン板・ガステーブル・一斗缶・ストーブ等
（一斗缶や米缶は必ずつぶしてください。）

木製品 タンス・ソファー・机・テーブル等

その他 プラスチック製品・ふとん・じゅうたん・畳等
（古着類は燃やせるゴミで出してください。）

廃油・各種オイル類・農薬等薬品類・レンガ・タイ
ヤ・ガスボンベ・コンクリート片・漬物石・消火器・
消防ホース・バッテリー・農機具・ガラス類・スプ
リングマット・精米機・バイク・産業廃棄物

☆ 購入先または回収業者に相談
してください。

☆ スプリングマットは直接、南越
清掃組合に出してください。

スプレー缶類
（化粧品・塗料・殺虫剤・ガススプレー缶等）

☆ 分別ゴミの日（赤色カゴ）に
出してください。

農業用資材
（肥料袋・農薬のビン・マルチ・ビニールハウス等）
※ハウスの骨組は鉄類としても収集しません。

☆  年 1 回の収集日に出してく
ださい。（有料）

家電リサイクル品目
（テレビ・冷蔵庫（冷凍庫含む）・洗濯機・衣類乾燥
機・エアコン）

☆ 電気店等で引き取ってもらっ
てください。

パソコン（本体・ディスプレイ・購入時の付属品等） ☆ パソコンメーカーに回収申込
みをしてください。

事業所・商店・製造業等の営業関係で出た粗大ゴミ ☆それぞれで処分してください。

■ 収集できない粗大ゴミ

【注意事項】
☆重さは 40 ㎏まで。大きさは 1 ｍ3 まで。☆ゴムホース等は長さ 1.8m までに切って
ください。☆蛍光灯、電球、乾電池はすべてはずしてください。☆ストーブ等の燃料は
すべて使い切ってください。

※�お住まいの地域以外の収集場所へは出さないよう
お願いします。

■問合せ　南条子育て支援センター　　　　℡ 47 － 2411
今庄子育て支援センターわかば　☎ 45 － 0788
河野子育て支援センター　　　　☎ 48 － 2321

10月の主な活動

子育て支援センターだより子育て支援センターだより

【南条・今庄・河野子育て支援センター合同】
20 日（日） ちびっこ運動会
 時　間　10時～ 11時 30 分
 場　所　南条保健福祉センター

【南条・今庄支援センター合同】
3 日（木） 青空支援（レインボーパークで遊ぼう）

 時　間　10時～ 11時 30 分
 場　所　レインボーパーク南条（※パラソルが目印です。）

【南条子育て支援センター】
4 日（金） 子育て教室（離乳食を作ろう）
� 時　間　10時～正午
� 場　所　南条保健福祉センター
� 講　師　子育てマイスター　中村　照子氏
22 日（火） 子育て教室（ベビーマッサージ）
� 時　間　10時～ 11時
� 場　所　南条保健福祉センター
� 講　師　子育てマイスター　柴田　幸子氏
24 日（木） 移動支援
� 時　間　9時 30分～ 11時 30 分
 場　所　阿久和区民センター

【今庄子育て支援センター　わかば】
29 日（火） 観劇「ちからたろう」
� 時　間　10時～ 11時
� 場　所　今庄なないろこども園　ホール
 公　演　劇団　とんと
  　　　　なないろこども園のお友だちと一緒に人形劇をみよう!
10 日（木） ぽかぽかルーム（アクリルたわしをつくろう）
 時　間　9時 30分～ 11時 30 分
 場　所　湯尾児童館
24 日（木） ぽかぽかルーム（一緒にあそぼう）
 時　間　9時 30分～ 11時 30 分
 場　所　湯尾児童館
11 月 1 日（金）デコアート（デコピルケースを作ろう）
　　　　　　時　間　10時～ 11時 30 分
　　　　　　場　所　今庄子育て支援センター
　　　　　　参加費　500 円　※材料準備の為　事前にお申し込み下さい。

【河野子育て支援センター】
8 日（火） 子育て教室（さつまいもでクッキング）
� 時　間　10時～正午
� 場　所　河野児童館
� 参加費　200 円

10月の保育所開放日 2 日（水）　河野保育園（お散歩に行こう）
9 日（水）　今庄なないろこども園（遊びに来てね）

10 日（木）　南条保育所（一緒に遊ぼう）
16 日（水）　湯尾保育所（お散歩に出かけよう）
17 日（木）　南条第二保育所（一緒に遊ぼう）

次の小型家電を回収します。〔広報紙 16 ページを参照〕
　携帯電話（PHS 含む）、電子辞書、CD・MD プレーヤー、IC レコー
ダー、プラグ・ジャック、電動歯ブラシ、電卓、ヘッドホン・イヤホ
ン、デジタルカメラ（カメラ含む）、デジタルオーディオプレーヤー

（HDD 含む）、携帯型ゲーム機、地上デジタルチューナー、リモコン、
AC アダプタ、電子かみそり（シェーバー）、時計、ビデオカメラ、携
帯用電気ランプ、ゲーム用コントローラー、ヘアードライヤー、BS/
CS アンテナ、電気アイロン、ジャーポット等

　ちびっこ運動会で、親子でふれあい遊びを楽しんだり、ハイハイ・ヨチヨチで｢よーいドン｣
とかけっこをしませんか?
　お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも是非お越しください。
　2歳児までの子どもさんなら保育所（園）に通っているお子さんも参加できます。
　みなさん、是非参加して下さいね！お待ちしています!!
※�10月16日（水）までに各支援センターまたは保育所（園）へお申込みください。

決められたものを決められた時間に出してくださ
い。なお、指定時間以外の粗大ゴミの受け入れ
はできませんので、ご注意ください。

南越前町の元気っ子あつまれー !南越前町の元気っ子あつまれー !
ちびっこ運動会


