
■問合せ　南条子育て支援センター　　　　℡ 0778－47－2411
　　　　　今庄子育て支援センターわかば　☎ 0778－45－0788
　　　　　河野子育て支援センター　　　　☎ 0778－48－2321

９月の主な活動
 講　師 子育てマイスター
  薬剤師　伊井　秀之 氏
 定　員 先着６組（要予約）
 ＊ 乳幼児の薬の使い方等、詳しく教えてい

ただきます。
 　質疑応答の時間もあります。
16日（木） 親子リトミック
 時　間 午前10時 30分～午前11時 30分
 場　所 今庄子育て支援センター
 講　師 笛吹　麻貴 氏
 定　員 先着６組（要予約）
 ＊ 動きやすい格好でお越しください。
 　水分補給用の飲み物をお持ちください。
 　 詳しくは今庄子育て支援センターまでお

問合せください。

【河野子育て支援センター】
14日（火） ボールプールで遊ぼう
 時　間 午前10時 30分～午前11時 30分
 場　所 河野子育て支援センター
 ＊水分補給用の飲み物をお持ちください。

★ 行事予約は8月26日（木）より受付けます。

アイコンタクトと喃語
　赤ちゃんにとって、アイコンタクトや喃語
はコミュニケーション力を培う第一歩です。
　アイコンタクトで相手と目を合わせるとい
うことは思いやりの原点です。見つめ合うこ
とで心の交流をはぐくみ、互いに通じ合える
力を獲得していきます。6～7カ月ごろにな
ると、「あばばば」「あむあむ」など、さまざま
な喃語を発するようになります。喃語は会話
のはじまりです。赤ちゃんが発する喃語に語
りかけて、ことばのやりとりを楽しみましょ
う。また、まだ話すことができない赤ちゃん
に語りかける育児語のことをマザリーズとい
い、声の調子が高くゆったりとしたリズムの
話し方をいいます。マザリーズを十分に取
り、ことばの獲得や情緒をはぐくみましょう。

秋の粗大ごみ収集日程表
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ごみの受け入れはできませんので、ご注意ください。

■問合せ
　建設整備課　☎ 0778－47－8003
　今庄事務所　☎ 0778－45－1111
　河野事務所　☎ 0778－48－2111

今
庄
地
区

地域名 場　　所 日　　時

堺
堺体育館駐車場 10月 3日（日）

13：00～16：00堺　東

今　庄 今庄除雪基地 10月10日（日）
13：00～16：00鹿　蒜 南今庄ごみステーション横

湯　尾 湯尾保育所横駐車場 10月17日（日）
13：00～16：00宅　良 スポーツパーク476駐車場

河
野
地
区

地域名 場　　所 日　　時

桜　橋 旧河野村森林組合 9月26日（日）
8：00～11：00甲楽城 ゆうばえ前海側駐車場

河今・大谷 河野事務所北側駐車場
10月31日（日）
8：00～11：00糠

八田・杉山
瀬戸　勝氏宅前駐車場
八田・杉山は指定場所

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10日（日）
9：00～12：00

日野川西部 10月 17日（日）
9：00～12：00

【収 集 日】

【注意事項】 ☆発泡スチロールは粗大ごみでの収集は行いません。
 　 汚れのないものはプラスチック製容器包装ごみ（週１回）に、

汚れのあるものは燃やせるごみに出してください。
 ☆ ホース・ナイロン系ロープは、１ｍ以内に切って燃やせな

いごみに出してください。
 ☆ 農機具等については、解体しても粗大ごみとして収集いた

しません。
 ☆ 判断しにくいものにつきましては、事前にお問合せくださ

い。

種　　　類 処分の方法等
家電リサイクル製品
テレビ、冷蔵庫（冷凍庫含む）、洗濯機、
衣類乾燥機、エアコン

☆ 家電販売店または収集
運搬業者に相談してく
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、スプリングマット、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）

☆ 分別ごみの日（赤色カ
ゴ）に出してください。

農業用資材
（ 肥料袋、農薬ビン、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 JA越前たけ
ふが主催する収集日に
出してください。（有
料）

事業所、商店、製造業等の営業関係で出
た粗大ごみ

☆ 各事業所で処分してく
ださい。

■ 収集できない粗大ごみ

■ 収集できる粗大ごみ
区　　分 出してもいいごみの種類

電気製品類
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、燃やせないごみ
として出せない大型の家電製品

小型家電
リサイクル
製品

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、パソコン（本体・ディスプ
レイ・購入時の付属品等）

鉄　類 自転車、トタン板、ガステーブル、一斗缶、ストーブ等
木製品 タンス、スキー板、コタツ等
寝具類 畳、絨毯、カーペット、ソファー、布団等

その他 大きなプラスチック製品、大きな陶磁器類（古着類は燃
やせるごみで出してください。）

子育て支援センターだより子育て支援センターだより

【南条子育て支援センター】
1日（水） ベビースイミング
 時　間 午前10時～午前11時
 場　所 ウォーターランド南条（現地集合）
 講　師 ベビースイミングインストラクター
  井上　貴代美 氏
 対　象 ６か月児～２歳まで
 参加費 650円
 予　約  南条子育て支援センターにお問合

せください。
 持ち物  親子共に水着と水泳帽・水遊び用

オムツ（またはスイミング用アン
ダーパンツ）・タオル・着替え・水
分補給用の飲み物

9日（木） 交通安全教室
 時　間 午前10時30分～午前11時 30分
 場　所 南条子育て支援センター
 講　師 交通指導員
 定　員 先着６組（要予約）

お父さん出番ですヨ!子育てパパ支援
11日（土） 姿勢と目の健康
 時　間 午前10時30分～午前11時 30分
 場　所 南条子育て支援センター
 講　師 高橋　有希子 氏
 対象者 町内在住の未就園児とその父親
 定　員 先着６組（要予約）

★ 午後は、閉所させていただきます。
15日（水） 言葉育ちのツボとコツ
 時　間 午前10時 30分～午前11時 30分
 場　所 南条子育て支援センター
 講　師 子育てマイスター
  言語聴覚士　酒井　那旺 氏
 定　員 先着６組（要予約）
16日（木） 絵本の読み聞かせ
 時　間 午前11時 30分～午前11時 45分
 場　所 南条子育て支援センター
 講　師 南条図書館司書　奈良　恵理子 氏

【今庄子育て支援センター　わかば】
2日（木） 乳幼児の薬について、正しい知識を学ぼう!
 時　間 午前10時 30分～午前11時 30分
 場　所 今庄子育て支援センター

収集会場では次のとおりご協力をお願いします。
（１）必ずマスクを着用してください。
（２）会場では人と人との距離を取り、大声での会話を避けてください。
（３）なるべく１世帯お一人でお越しください。
（４）ごみの荷下ろしは搬入者ご自身でお願いします。
（５）事前にごみを分別しておくなど滞在時間を減らす工夫をお願いします。

会場での混雑を避けるため、なるべく次の方法で処分してください。
★ 無色透明の袋に入れば「燃やせないごみ」として収集します。
　▪ 金属類、電気製品類、小型家電製品、大きなプラスチック製品、木製品、
木製家具（木のみであれば「燃やせるごみ」）

★ 南越清掃組合第２清掃センターに直接持ち込む場合（10㎏当たり60円）
　平日および毎月第２日曜日　午前８時30分～午後４時30分
　（ 第２日曜日は事前予約制のため、前々日（金曜日）までに予約をお願い
します。）

　▪南越清掃組合　第２清掃センター　越前市勾当原町86-28
　　℡0778－28－1370

★粗大ごみの戸別収集（収集運搬許可業者）を利用する場合
　 許可業者は「家庭ごみの分け方・出し方」ポスターまたは南越清掃組合
ホームページ（http://www.nanetsuseisou.or.jp/「よくある質問」→
「粗大ごみ等の処分方法について（戸別収集）」）でご確認ください。料
金や収集方法については、各許可業者に直接お問合せください。

【注意事項】 ☆重さは40kgまで。大きさは1.8mまでです。
 ☆ 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。


