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　市のシンボルでもある木津川をきれいにしましょう。
■時10月29日（土）　午前9時～10時30分（雨天中止）
■所  木津地区　木津グラウンド（泉大橋下流左岸500m付近）
　加茂地区　加茂支所駐車場（正面玄関前）
　山城地区　木津川流域センター
　　　　　　（相楽中部消防署山城出張所南側）

■他・お住まいの地域に関係なくご参加いただけます。
　・軍手、ごみ袋、お茶は主催者で用意します。
　・清掃に適した服装で参加してください。
■申10月26日までに電話で次へ。
■問まち美化推進課　☎75-1215
■主木津川を美しくする会　木津川市支部

一緒に木津川の清掃をしませんか

皆さん、アロ～ハ！
　8月から木津川市の新しい
国際交流員を務めさせていた
だくことになったギギ・ギャ
ヴィンと申します。木津川市
に来たことがとても嬉しく
て、ちょっと緊張しています
が、木津川市で色々な方に出
会えることを楽しみにしてい
ます。よろしくお願いします。
　私の生まれ育ちは、アメリ
カ合衆国ハワイ州です。母国語は英語ですが、日本語
もある程度話せます。大学の時にハワイ語を勉強して
いたため、ハワイ語もちょっとだけ話せます。ハワイ
出身といっても、皆さんが思っているようなハワイ人
ではありません。残念なことに、サーフィンをしたり、
シーフードを好んだり、草で出来た家に住んだりはし
ていません。ハワイには近代的な都市がたくさんあ
り、アメリカの有名な都市のサンフランシスコやカリ
フォルニアと同じように、快適に暮らせる場所です。
ハワイは、アメリカ大陸から離れているので、生活習
慣、相手との話し方など、独特な文化があります。
　これから毎月、ハワイの文化や習慣、食べ物、休日、
歴史などについて、色々紹介したいと思います。そし
て、木津川市に対しての感想や、アメリカ・ハワイと
の比較も書いてみたいです。タイトルの意味と同様、
ふと思ったことについて、これから書きたいと思いま
す。
　最後に、皆さんが木津川市で心地よく暮らせるよう
にお手伝いすることも私の仕事です。木津川市や私に
関する質問などがありましたら、どうぞいつでもお尋
ねください。
Mahalo!
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ale ～ふと思ったこと

　飲食店、小売店、事務所、工場など、事業（農業や団体活動含む）から出たごみは、全て「事業系ごみ」です。次の
方法で処理してください。絶対に家庭ごみとして排出しないでください（※不法投棄です）。

　許可業者一覧は、市・府ホームページに掲載しています。ご不明な点があれば問い合わせてください。
■問事業系一般廃棄物　まち美化推進課　　　☎75-1215
　産業廃棄物　　　　京都府山城南保健所　☎72-4303

事業者の皆様へ ～ごみの処理方法～

ごみ 区分 処理方法
生ごみや紙くず　など
（※一部の事業から出たものは産業廃棄物） 事業系一般廃棄物 ① 市の収集運搬許可業者に依頼

② 指定の処分施設まで自ら運搬
金属・プラ製品、蛍光灯、OA機器　など
（法で定められた20種類の廃棄物） 産業廃棄物 都道府県等の収集運搬許可業者、処分許可業者に

依頼
古紙、くず鉄、空きビン、古繊維 専ら物 資源回収業者等にご相談ください

Aloha everyone!
　My name is Gavyn Guigui and starting in the 
beginning of August I will be the new CIR of 
Kizugawa City. I am extremely excited (and a 
bit nervous) to be here in Kizugawa and look forward  
to meeting all kinds of new people in Kizugawa 
in the coming months.
　I was born and raised in Hawaii, USA and English  
is my first language but I am able to speak Japanese 
and a little bit of Hawaiian as well. Although I am 
from Hawaii I am not a stereotypical Hawaiian. I 
do not know how to surf, I do not particularly like 
seafood, and I definitely do not live in a grass hut.  
Contrary to popular believe, Hawaii is quite the 
metropolis with almost all the amenities of a big 
American city like San Francisco, California. 
However, since we are detached from the main  
American continent, we have our own unique culture,  
way of life, and even way of talking to each other. 
　In the coming issues I would like to teach readers 
more about Hawaii; that includes the culture and 
customs, food, holidays, history and many other aspects 
that I could not possibly explain all at once. I would  
also like to touch upon my impressions of Kizugawa 
and just how different it is from America and Hawaii.  
Basically, I plan on making it on just about anything, 
hence the title, which means “random thoughts.”
　As the CIR of Kizugawa City I am also here to 
help you however I can to make your life a breeze 
in Japan. Give me a call at the Kizugawa City Office  
if you would like to get in touch with me or have 
any questions. And if you see me around town and 
want to talk, please do not hesitate to do so.
Mahalo!

よろしく
お願いします♪


