発行：サロンだより編集部（山武市役所 総務部市民自治支援課）

【今号の特集】
◆サロンだより編集部

〒289-1392

始動！！

山武市殿台 296 番地 ☎ 0475-80-0151

FAX 0475-82-2107 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：katsudoshien@city.sammu.lg.jp

◆山武市のキ・レ・イなまちづくり

ホームページ：http://www.city.sammu.lg.jp

～あなたは街の美化に参加する人？協力を惜しむ人？～

山武市のことよく知らない！！サロンだより？何それ？読んだことない！
入部希望者を募集したら、こんな不思議なメンバーが集まりました。

サロンだより編集部は今年６月にできたばかりの、市民と市民自治支援課職員数名によ
る「市民交流サロンだより」作成・発行部隊です。今までは行政からのお知らせばかりで
したが、今年度から山武市のまちづくり・市民活動をメインに山武市の魅力や課題を市民

このマークが目印！！

編集部員と一緒に考え、お得な情報や豆知識を発信していきます。

気軽に楽しくおしゃべりをしながら活動中！
活動日時 基本水曜日（不定期）
活動場所 市民交流サロン
部

員 ７人（職員含む）

山武市の「まちづくり」について、
おもしろ、おかしくレポートしていきます。

６月

サロンだより編集部

８月

７月

誕生

９月
市民交流サロンだより発行

企画・取材・編集

編集部員の特集記事は次ページから⇒

地域の人と交流しながら、少人数でワイワイおしゃべりを
しながら、
「市民交流サロンだより」をつくりませんか？

Ｆ編集部員の声
サロンだより編集部員の募集があり、入部し
ました。大勢の方が参加して自分たちのまち

募集人数

４人程度 （定員になり次第募集終了）

任

なし（出入り自由です）

期

づくりを考えるきっかけになればと思いま
す。ほんのちょっとの気遣いが住み良いまち

＊サロンだよりを 1 号分発行するまではお付き合い下さい。
応募条件

づくりにつながると考えています。

まちづくりや市民活動に興味関心、理解のある方。

入部希望者は、①名前 ②住所 ③昼間連絡の取れる連絡先 ④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（FAX も可） ⑤生年月日 ⑥自己紹介 ⑦応募動機を明記の
上、下記連絡先までご応募ください。＊メールは取材写真・原稿確認の際使用します
入部が確定した方には、次回編集部日程を後日お知らせいたします。
【申込先】サロンだより編集部
〒289-1392

（市民自治支援課

山武市殿台 296 番地

小川）

TEL 0475-80-0151

メール katsudoshien@city.sammu.lg.jp

山武市の「キ・レ・イな街づくり」
～山武市のゴミ収集～

証言①

きれいきれいさん達

いつもありがとう！！
ゴミ集積所を住民の方々が掃除してきれいに保ってく
れています。ゴミ出しルールを守ってくれて感謝です。
にお

放置したままは臭いのモト
ほうき

箒 ・チリトリを装備してい
るゴミ集積所もあるよ！！

みんな知ってた？
「いらない家電製品回収します」
といった
不用品回収業者には注意！！

証言③ おきざりさん

トラック型回収・空地型回収は

ゴミ集積所の脇にこんなものを置いていったらしい。

違法な場合があるんだって！
トラブルに巻き込まれないように……

油断

めされるな！

連絡すれば粗大ごみは自宅まで収集に（不在でも自宅前に
ここに置いても誰も持っていかないよ
市役所に催促？でもそれって……

置いてあれば OK）来てもらえるのに…費用もわずか。
「いらないもの」は、何でもゴミ集積所に持っていけばいいわけじゃな

私達の税金無駄遣い。

いんだよ～。
処分の方法がわからない時は、山武市のゴミカレンダーをみるか、
下の連絡先に聞いてみよう！再利用の手段もあるしね！
山武市環境保全課 ☎ 0475-80-1161(成東地区)

その業者、
大丈夫？

山武郡市環境衛生組合 ☎0479-86-3516(蓮沼・松尾・山武地区)
ゴミ捨てルールを守ってね！！

証言④たれてしまったさん
「ぐえ～暑か！！！」

掃除してるの。

なんでかって？道路のシミをね。
これ、パッカー車（ゴミ収集車）の液だれシミ！！
生ごみ・不燃ごみ（カン・ビン）を出すときは液がもれて
いなくても、収集車に入れた後にもれることがある。

道路清掃の様子

生ゴミ処理機

お得な情報
環境保全課 Ｋさんからのお知らせ

だからお願い！！！
ゴミを捨てるときは、

生ごみの処理について補助金が出ます。

よおーーーく水気をきってね！！

電気式生ごみ処理機・コンポスト容器・バケツ型容器の購入費 2 分の 1

生ゴミは新聞紙を使っても水気はきれるよ。

の額を補助します（上限 2 万円まで）
。

臭いも抑えられるし、ゴミ袋代も抑えられる、道路も汚

＊申請には条件があるので、詳しくは山武市 HP、広報７月号をご覧にな

れない。 なんて素敵でお得なの☆

るか、山武市環境保全課（0475-80-1161）にお問い合わせください。

～編集部、ゴミの行方を追うの巻～

東金市外三市町清掃組合に行ってみた！！
山武市のごみ収集は平成 18 年の市町村合併後も以前からの関係で、山武地区・蓮沼地区・松尾地区は山武郡市環境衛生組合
（松尾）が回収処理をし、成東地区は市が回収、東金市外三市町清掃組合（東金）がその後の処理を行っています。
山武郡市環境衛生組合が工事中のため、今回は東金市外三市町清掃組合にお邪魔し、成東地区のゴミを追いました。
①

家庭から出たゴミはパッカー車で、

②持ち込まれた燃えるゴミは投入口からごみピット（巨大な

東金市外三市町清掃組合へ。

ゴミ箱！）に集められて巨大なクレーンにより焼却炉へ。
ゴミ投入口＠プラットホーム⇒

③中央制御室のモニターで監視しながら、９００度
の高温で燃やされ灰となる。焼却後に出る灰は、
焼却灰と焼却飛灰の２種類。これらの灰は専門業
者でリサイクルされ、人工砂や溶融スラグと呼ばれ
る黒い小さな粒に姿を変える。

④スラグとは、焼却した灰を溶融炉で約１２００～１４００℃の高
温で溶かし、急速に冷やしてガラス状にした資源物。道路建設
などの材料として使用される。また、組合で作った溶融スラグ
は、現在、大網白里市のグリーンオアシス大網最終処分場で不
燃物（ビン・ガラスの不燃残渣）を埋め立て処

運び込まれたゴミは

理するときに覆土材としてリサイクルしている。

軽く、小さな物体（スラグ）に変身！！

スラグ

埋め立て処分場は周囲の環境に影響を与え
ないように万全の対策がなされ、厳重な管理

しかし、いずれは満杯になる！じゃあどうするよ！？

がされているそうだ。

安いとついつい買いこんじゃうんだよね…
リデュース

リユース

Reduce ゴミを減らす

Reuse 繰り返し使う

お買い物の際はマイバック持参。衝動買いはやめて！

いらなくなったものは人に使ってもらう。

…

リサイクル

Recycle 資源として再利用する
生ゴミはたい肥にする。再生して作られた物を使う。

すべてのゴミを燃やしているわけじゃない

←持ち込まれた粗大ゴミ。

ゴミを減らす取り組み ～リサイクルできるものはリサイクルへ～

手作業で分別され、資源

紙や缶・ビンはもちろん、再利用できる粗大ごみ（自転車など）もリサイクルし、経費

として再利用される。

の一部をまかなっている。
そのために守ってほしいこと
～まちをキレイに、税金を大切に、環境にやさしいまちづくり～
空き缶を灰皿代わりにしない！手作業で吸い殻をだすのは時間と手間がかかる。

専門業者ではリサイクルしや

カンやビンは中身を必ず処分し、水洗いをしてから出してね。再利用しやすくなる。

すいように空き缶を圧縮して

水分を含むものはよーく乾かしてから出そう。道路もきれい、ゴミ袋も節約！

いる。 →

ゴミ出しルールを守ることが第一歩。それとちょっとの思いやり。
山武市ゴミカレンダーにゴミ出しルールが載っているので、今一度ご家庭のゴミの出し方を見直してみませんか。
その出し方は正しい？間違っている？

リデュース・リユース・リサイクルのどれでもＯＫ！あなたの３Ｒアイディアを募集します！
ご応募いただいたアイディアの中から、編集部員内で「目からウロコ！」判定がでたアイディアは次号の「市民交流サロンだより」で「わたしがやってい
る・あなたもできる３Ｒ（仮）」としてご紹介させていただきます。
アイディア・お名前・連絡先（住所・電話）を明記の上、山武市役所 市民自治支援課（サロンだより編集部）宛てにご応募ください。
【応 募 先】〒289-1392 山武市殿台 296 メール：katsudoshien@city.sammu.lg.jp

地域美化活動きれいきれいさんファイル１

電 話 0475-80-0151 ＊応募方法は自由です
次号をお楽しみに！！

毎月第１日曜日９時☆本須賀海岸ビーチクリーン
『ゴミのないビーチ』
『ウミガメの産卵できる浜』
『子供たちが裸足で遊べる海』
を目指して、ゴミを拾い続けて１２年。
本須賀波乗り倶楽部

地元の人を中心に他県から遊びに来た人に呼び掛け

浜掃除参加者さん達

て活動中。夏場は１００名以上の参加があるそうだ。

☆編集部より☆
「サロンだより」への感想・要望などが
あれば、お気軽に市民自治支援課（サロ
ンだより編集部）まで！
☎ 0475-80-0151

五反田こどもの家で
アットホームな子育て

毎月第２木曜日は
地産地消のランチで決まり！！

四季折々の花で
作田川を彩ります！！

野菜豊富なランチを食べながら健康な食事に

作田川の堤防を整備し、四季折々の花々を植

やお母さん・お父さんの子育て支援を行う、

ついて学びませんか？？

栽し、自然を感じながら、地域の人々が行き

昨年開園したばかりの小さな託児所です。ゆ

さんぶの森交流センターあららぎ館で地産地

交い、親しみあえる環境作りを考え、活動し

ったりとした家庭的な環境の中で豊かな心を

消の管理栄養士監修健康ランチを500 円で提

ています。

育みたいとの願いを込めて設立しました。訪

供、12 時半からは管理栄養士によるミニ食育

毎年秋には、なるとうこども園の園児と一緒

れた子どもたちが天真爛漫に自然とふれ合う

講座を開催しています。病気をお持ちの方や

にパンジーを植える計画です。

姿や自ら選択した活動に集中して取り組んだ

そのご家族、栄

４月の 500 円ランチ！！

五反田こどもの家は 0 才～3 才児の一時保育

時の真剣な眼差し、1 人で何かを達成できた

養バランスの取

問 NPO 法人 花一輪

ときにみせる目の輝き、それらの貴重な時間

り方を知りたい

（TEL 0475-82-4019 大橋）

を子どもや保護者の方々と共有できる場を目

など個人相談も

指し活動しています。

受け付けていま

今年度は専門の講師や地域ボランティア、団

すのでお気軽に何でもご相談下さい。

体の協力のもと、さまざまな催しを計画して

毎月第 2 木曜日 11 時 50 分～

います。

＊1 月はお休み

ボランティア仲間も募集中です！！
健康ランチ提供の調理並び給仕ボランティア
を募集しています。
毎月第２水曜日午後（13 時～17 時半）
問五反田こどもの家 (TEL 0479-74-8601 小梛)

毎月第２木曜日終日（9 時～17 時）
カロリー・脂質・塩分・植物繊維等を管理栄

傾聴ボランティア講座のご案内

養士と話し合い、食に対する考え方、食事の

～ステップアップ編～

取り方などを活動しながら勉強できます。

「高齢者のケアについて学びましょう」

わ

問・申 ボランティアグループのぎくのWA
（TEL・FAX 0475-51-4773）

ＮＰＯ法人ハッピータイム
からのお知らせ！！

＊詳しくは団体ホームページをご覧ください。

高齢者のケアの仕方や関わり方、ご家族やご

～米粉でツナガル～
「地域いきいきワークショップ」

自身の健康を守るために、病気のことや心の

さんさん味工房は山武市の農業活性化のため

ことなど、講座を通して、健康的に住み良い

に山武市産の米粉と地産池消のジェラートを

環境作りを学んでいきませんか。地域のボラ
ンティア活動にも活かしていきましょう！！
時 間： 全講座共に午後 6 時～8 時

事務所の住所・連絡先が変わりました。

＊第１回は終了しました。

作っています。米粉を使った小麦アレルギー
対応食品やレストラン、農業生産者、酪農家
さんとのコラボレーション企画商品も作って

新住所

第２回 平成26 年9 月25 日
（木）

います。また米粉を通じた地域の活性化と

〒289-1223 山武市埴谷 2284-47

第３回 平成26 年11 月6 日
（木）

人々のつながりを目指してワークショップを

電 話 070-6465-0966

第４回 平成27 年1 月22 日
（木）

開催しています。

第５回 平成27 年3 月12 日
（木）

・米粉料理づくり・米粉パンづくり
（月１回）

会 場： 成東文化会館のぎくプラザ会議室

・米粉ピザづくり

楽しい♪おはなし会

参加費： 各回 500 円

・ピザ料理コンクール（年１回）

保育所まわり、声の広報づくり等、子どもた

講 師： 小川美智子

・起業（6 次産業）ワークショップ（随時）

ちにお話を届ける活動をしています。活動を

(NPO 日本ケア・カウンセリング協会 認定助講師)

始めて、30 年近くなりますが、出欠が自由な

【申込方法】

ので楽しめています。

氏名・年齢・住所・連絡先・お仕事・講座を

見学しながら一緒にやってみませんか。

聞く目的・聞きたい講座・この講座を知った

連絡いただければ、次の活動日等お話しでき

箇所等を記載の上、FAX でお申し込み下さい。

ると思います。

＊初めての方でも参加可能です（フォロー有）

各ワークショップについては下記連絡先ま
で！！

蒸し団子とサラダ
↓

お待ちしています。
問 こだまお話会
（夜のみ TEL 0475-82-3836 平山）

問・ 申
ボランティアグループ 山武「健康とふくしの会」
（FAX・TEL 0475-51-4773）

問 NPO 法人 さ ん さ ん 味 工 房
(TEL 0475-86-2245 FAX 0475-53-3394)

