平成 26 年度の事業を募集します！！

水道管にも防寒対策を！

問合せ

気温が氷点下４℃以下になると、水道水が凍ったり、水道管が破裂
したりすることがあります。
特に、右のような場所の水道管などは、十分に対策を講じましょう。

上下水道課 水道担当

☎ (37) 1232

水道管などがむきだしになっている場所
日陰の場所
● 屋外の風当たりの強い場所

みんなでつくるまちづくり支援制度

●
●

★水道管などの凍結を防ぐには
水道管や蛇口に布などを取り付け、さらにビニールなどを巻いて保温しましょう。
メーターボックスには、布をビニール袋に入れ、メーターとその周囲を包みましょう。

町では、住民団体が自主的・自発的に取り組み、まちづくりへつながる公共性・公益性の高い事業に対して、
1 団体 1 事業で支援金を交付します。（審査会による審査があります。）
この支援制度を活用し、みなさんの手でまちづくりをしてみませんか !?
4．支援の対象となる経費

1．応募できる団体
1．町内に在住・在勤の 5 名以上で構成する団体
2．町内に事務所および活動の拠点を有する団体
※年度内 1 団体 1 事業に限ります。

ぬるま湯

★もしも、凍ってしまったら
凍った場所に布をかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくり、まんべんなくかけます。
直接熱湯をかけると、破裂する恐れがありますのでご注意ください。
★水道管が破裂したときは
まず、メーターボックス内の止水栓を閉め、水を止めてから破裂した部分にテープ
などを巻きつけます。次に、最寄りの指定給水装置工事事業者に連絡し、修理を
依頼してください。

2．支援額
1．補助率 ･･･ 事業経費の 3 分の 2 以内
2．限度額 ･･･100,000 円
※支援金の額は、千円未満切捨てになります。

保温材
ビニール
テープ

ま～め～

情報

杉戸町社会福祉協議会
寄付
♥

平成25年11月1日～ 30日 ( 順不同・敬称略 )

ボトルブラッシュ料理教室 参加者募集！
杉戸町国際交流協会では、
「第 2 回 ボトルブラッ
シュ料理教室」
を開催します。ボトルブラッシュとは、
姉妹都市である西オーストラリア州・バッセルトン
市に咲く現地の花の名前で、姉妹都市の皆さんが来
町した際に役立つような内容の料理教室です。
日時 2 月 25 日㈫ 10 時～ 14 時
場所 保健センター 調理実習室
※調 理実習室の床は滑りやすいので、必ず室内履き
をご用意ください。（スリッパは不可）
内容 巻
 き寿司、たらこ入りマッシュポテト ほか（予定）
費用 600 円
定員 16 名（申込順）
申込期限 2 月 18 日㈫まで
申込・問合せ
杉戸町国際交流協会事務局
☎ (36) 1470

・匿名
・フラ・マカホオ
・杉戸町商工会女性部
・21 世紀青年会
・横町レディース
・匿名
・匿名
・匿名 3 件
・使用済切手

198 円
3,100 円
5,000 円
10,000 円
7,990 円
30,000 円
1,195 円
バザー用品
2件

5．支援の対象とならない経費
宴会費、遊興費、慶弔費、慰労金、寄付金、タレント
講演料※、備品購入費※ など
（※は支援の対象となることもあります。）
受付期間

3．対象とならない事業

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

消耗品費、印刷製本費、食材料費、大会賞品費、講師
委託料、原材料費、 教材費、会場使用料 など

1．宗教・政治・営利活動を目的とする事業
2．国・県・町から直接補助を受けている事業や、社会
福祉協議会・観光協会等から補助を受けている事業
3．区 や区に属する組織が行なう清掃・草刈など（同
様の事業で他でも相当数行なわれている場合）
・既存の行政区や自治会活動でやるべき（やれる）事業
4．団体やメンバーを集めての親睦交流を目的とする事業
・サークル等の会員（メンバー）だけの発表・展示等
5．組織（団体・サークル等）の年間の運営費

1 月 20 日㈪〜 2 月 19 日㈬
※土・日・祝日を除く
9 時〜 17 時
提出書類 1）支援金交付申込書
2）事業実施計画書
3）事業収支計画書 など
審査会日程 平成 26 年 3 月中旬予定
※必 要に応じて出席し、事業説明を
していただく場合があります。
結果通知 平成 26 年 3 月下旬予定

＊募集要項（本支援制度の詳細を明記）および提出書類などは、担当
窓口で配布します。なお、町ホームページからもダウンロードできます。

申込・問合せ
住民参加推進課 住民生活担当

内線 283

ス リ ー ア ー ル

空間放射線量の測定結果
町では、空間放射線量の定期測定を行ってい
ます。9月から11月の平均値は、
下表のとおりです。
詳細については、町ホームページをご覧ください。
単位：マイクロシーベルト毎時

測定場所
測定高さ 9 月 10 月 11 月
役場
1.0 メートル 0.083 0.083 0.084
泉小学校 0.5 メートル 0.095 0.097 0.095
西近隣公園 0.5 メートル 0.115 0.115 0.114
問合せ

環境課

☎ (38) 0401

３Ｒ運動 の推進
「3R 運動」で、ごみの減量化を図りましょう。
Reduce（リデュース）発生抑制
・将来ごみになりそうなものは、買う量・使う量とも
に減らしていくという考え方。
≪例えば、買い物はマイバック、洗剤などは詰め替
えができる商品を使うなど≫
Reuse（リユース）再使用
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・不用なものが出ても、そのまま使えるなら繰り返し使
用し、ものの寿命を最大限に生かすという考え方。
≪例えば、不用になったものを必要な人に譲る、修
理できるものは修理して使うなど≫
Recycle（リサイクル）再資源化
・どうしてもごみになる場合には、大切な資源として
活用できるよう正しく分別して、資源として再利用
するという考え方。
≪例えば、再利用できるごみ（ビン・カン・ペット
ボトル等）は分別して出すことなど≫
問合せ

環境課 廃棄物資源担当

☎ (38) 0401

Reduce

3R 運動とは、この 3 つの R に
取り組むことで、ごみを少なくし、
ごみの焼却や埋立処分による環境
への影響を減らしながら、限りあ
Reuse
Recycle
再使用
再資源化
る資源を有効利用しようとする、
循環型社会を目指す運動です。
限りある資源の有効活用とごみの減量化のため、皆
さんの「3R」に対するご協力をお願いします。
リサイクルできるものについては、次のようなマークが
ついています。
（例）
発生抑制

3R

資源回収団体奨励金交付制度
町では、資源再利用を促進し、ごみの減量化を図るため、
日常生活に伴って排出されるごみの中から再資源化できる
ものを回収する団体に対し、奨励金を交付しています。
対象団体 自治会、子ども会、PTA など
対象品目 新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック、
布類、アルミニウム
補助金額 1 キログラムあたり 3 円
関連記事：10 ページ「リサイクル推進員３Rクイズを実施」

このコーナーは、中央公民館で活動する「光風会」
「杉風会」による投句を掲載しています。
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