
『野菜作り「コツ」の科学』『野菜作り「コツ」の科学』
佐倉朗夫／著　講談社佐倉朗夫／著　講談社

『種から種へ　　『種から種へ　　
命つながるお野菜の一生』命つながるお野菜の一生』

鈴木純／著　雷鳥社鈴木純／著　雷鳥社

『食べられる庭図鑑』『食べられる庭図鑑』
良原リエ／著良原リエ／著
KTC中央出版KTC中央出版

広い庭がなくても大丈夫 ! 小さな庭広い庭がなくても大丈夫 ! 小さな庭
やベランダで始められる、家庭菜園やベランダで始められる、家庭菜園
や庭作りのアイデアをたっぷり紹介や庭作りのアイデアをたっぷり紹介
します。「野菜」「ハーブ」「果樹」「雑します。「野菜」「ハーブ」「果樹」「雑
草・野草」など、育てて楽しい、食草・野草」など、育てて楽しい、食
べて美味しい植物 88 種と簡単なレべて美味しい植物 88 種と簡単なレ
シピを掲載。1 年を通して自然に親シピを掲載。1 年を通して自然に親
しむ暮らしを提案する 1 冊です。しむ暮らしを提案する 1 冊です。

ふだん食卓でなにげなく食べているふだん食卓でなにげなく食べている
野菜。私たちが目にしている野菜の野菜。私たちが目にしている野菜の
姿は、どれも命の途中のほんのひと姿は、どれも命の途中のほんのひと
コマ。ごま、とうもろこし、きゅうり、コマ。ごま、とうもろこし、きゅうり、
ミニトマト、ブロッコリーなど、さミニトマト、ブロッコリーなど、さ
まざまな野菜の一生を追った 6 年まざまな野菜の一生を追った 6 年
間の記録を、マンガのようなコマ割間の記録を、マンガのようなコマ割
りで楽しめる 1 冊です。りで楽しめる 1 冊です。

もう野菜作りに失敗しない！　「たもう野菜作りに失敗しない！　「た
くさん収穫したい」「おいしくしたくさん収穫したい」「おいしくした
い」「安全な野菜にしたい」というい」「安全な野菜にしたい」という
人のために、野菜栽培の基本と、野人のために、野菜栽培の基本と、野
菜ごとの育て方＝コツを、野菜作り菜ごとの育て方＝コツを、野菜作り
名人がＱ＆Ａ形式で紹介する 1 冊名人がＱ＆Ａ形式で紹介する 1 冊
です。です。

―  心を潤す緑の力　野菜づくりを楽しむ  ―
畑だけでなく庭でも食べられる野菜は作れます。眺めれば心の栄養、食べれば体の栄養となる野菜作りを畑だけでなく庭でも食べられる野菜は作れます。眺めれば心の栄養、食べれば体の栄養となる野菜作りを

始めてみませんか。今月は、野菜づくりに関する本を3冊紹介します。始めてみませんか。今月は、野菜づくりに関する本を3冊紹介します。
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～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～～ 新しく図書館にはいった資料の一部を紹介します ～

 こどもの本こどもの本  一般書一般書
悩んでなんぼの青春よ悩んでなんぼの青春よ
森毅（筑摩書房）森毅（筑摩書房）

もっと、自分をいたわっていいもっと、自分をいたわっていい
香山リカ（新日本出版社）香山リカ（新日本出版社）

サクラの川とミライの道サクラの川とミライの道
稲葉なおと（講談社）稲葉なおと（講談社）

住民力住民力
宮城孝（明石書店）宮城孝（明石書店）

謎解きミステリー謎解きミステリー
有栖川有栖（汐文社）有栖川有栖（汐文社）

薬に頼らず認知症を治す方法薬に頼らず認知症を治す方法
竹内孝仁（エクスナレッジ）竹内孝仁（エクスナレッジ）

ダンボールダンボール
ユン・ヨリム（TOY Publishing）ユン・ヨリム（TOY Publishing）

ひとりでカラカサさしてゆくひとりでカラカサさしてゆく
江國香織（新潮社）江國香織（新潮社）

車いすにのったらどうなる？車いすにのったらどうなる？
ハリエット・ブランドル（ほるぷ出版）ハリエット・ブランドル（ほるぷ出版）

きりきり舞いのさようならきりきり舞いのさようなら
諸田玲子（光文社）諸田玲子（光文社）

町立図書館　【開館時間】町立図書館　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 時
【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌を 10 冊、紙芝居を５点、ビデオ・ＤＶＤを２点まで 15 日間借りられます。
公民館図書室　【開館時間】公民館図書室　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 時

【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。
図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、図書館・図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・紙芝居は壊れやすいので、
カウンターへ返却をお願いします。カウンターへ返却をお願いします。

～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～～ 絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします ～

～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～～ 図書館の担当者がセレクトしたオススメの本をご紹介！ ～

      図書館休館(図書室開館)

　　　　図書室休館(図書館開館)

　　

　　　　図書館・図書室の休館日

      おはなし会
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◆◆都幾川公民館図書室木質化コーナー　都幾川公民館図書室木質化コーナー　
 3月12日㈯ 14時30分～15時30分 3月12日㈯ 14時30分～15時30分

＊ エプロンシアター「あてっこあそび」 エプロンシアター「あてっこあそび」
＊ 紙芝居「りゅうぐうのわん」 紙芝居「りゅうぐうのわん」
＊ 作ってあそぼう!!　お楽しみ 作ってあそぼう!!　お楽しみ

◆◆町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせな町立図書館絵本コーナー　絵本や紙芝居の読み聞かせなどど
ちいさい子向けちいさい子向け（0～5歳）（0～5歳）     3月19日㈯ 10時30分～ 3月19日㈯ 10時30分～
エプロンさんのおはなし会エプロンさんのおはなし会（0～5歳） （0～5歳）   3月15日㈫ 10時～3月15日㈫ 10時～
おおきい子向けおおきい子向け（5歳~小学生（5歳~小学生））    3月26日㈯ 14時～3月26日㈯ 14時～

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合があります。

＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。＊町立図書館・公民館図書室では、除籍図書のリサイクル（無料配布）を始めました。

• 身体的虐待　 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、食事• 身体的虐待　 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、食事
を与えない、戸外に締め出すなどを与えない、戸外に締め出すなど

• • 心理的虐待　 言葉での脅迫、無視、他のきょうだい心理的虐待　 言葉での脅迫、無視、他のきょうだい
と差別的な扱い、面前の夫婦喧嘩などと差別的な扱い、面前の夫婦喧嘩など

• • 性的虐待　 子どもへの性的行為（見せることも）、性的虐待　 子どもへの性的行為（見せることも）、
子どもを性的被写体にするなど子どもを性的被写体にするなど

• • ネグレクト　 健康、安全に対する無関心、怠慢、子ネグレクト　 健康、安全に対する無関心、怠慢、子
どもの置き去り、愛情遮断などどもの置き去り、愛情遮断など

虐待の多くは、心理的虐待と呼ばれるものです。虐待虐待の多くは、心理的虐待と呼ばれるものです。虐待
は、児童の成長や人格の形成に重大な影響を与える行は、児童の成長や人格の形成に重大な影響を与える行
為です。絶対にやめましょう。為です。絶対にやめましょう。

児童虐待かもと思ったら、児童虐待かもと思ったら、
関係機関に連絡を！関係機関に連絡を！

11月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせし月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせし
ます。ます。

11 月分月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ可燃ごみ 131,120㎏131,120㎏ 1,550㎏1,550㎏　　

不燃ごみ不燃ごみ 15,800㎏15,800㎏ -870㎏-870㎏　　

合計合計 146,920㎏146,920㎏ 680㎏680㎏　　

1 人 1 日あ1 人 1 日あ
たり排出量たり排出量 441441ｇｇ 99ｇｇ　　

【目標】
・１人１日 50g のごみの減量を
　 小さな積み重ねが大きな効果につながります

・生ごみの水切りを徹底しましょう
　 生ごみは約 80% が水分。捨てる前にひと絞り

・紙類は資源回収へ
　 小さな紙でも資源になります

1人1日当たりのごみ排出量の目標値　391g
目標まで あと目標まで あと 5050ｇｇ

ごみの減量化

11月分の資源回収実績（ステーション回収）をお月分の資源回収実績（ステーション回収）をお
知らせします。※紙類は、雑がみ・段ボール・知らせします。※紙類は、雑がみ・段ボール・

新聞・雑誌・紙パックの合計新聞・雑誌・紙パックの合計
町の収入になるもの町の収入になるもの

11 月分月分
前年同月比 　　

増減 　　

資
源
回
収

資
源
回
収

紙 類紙 類 16,790㎏16,790㎏ -720㎏-720㎏　　

衣 類衣 類 2,715㎏2,715㎏ -155㎏-155㎏　　

アルミ缶アルミ缶 1,037㎏1,037㎏ 14㎏14㎏　　

資源物資源物
売却収入売却収入 269,346269,346 円 円 102,234102,234 円 円　　

※ 皆様のご協力により 1 月は上記の収入がありました。

ごみの資源化

ペットボトルはつぶして出しましょうペットボトルはつぶして出しましょう
資源回収は資源回収は地域のごみステーションに出しましょう。地域のごみステーションに出しましょう。
問  建設環境課 ☎65-0814 建設環境課 ☎65-0814

地地 域安全情報 域安全情報 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知らせ小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知らせ

します。（令和4年1月1日～1月31日）します。（令和4年1月1日～1月31日）
　1件（前年比－1件）　1件（前年比－1件）
　1件（前年比－1件）※暫定値　1件（前年比－1件）※暫定値

　 器物損壊1件　 器物損壊1件

児童虐待をなくすために児童虐待をなくすために
児童虐待が増え続けています。児童虐待は、「身体的児童虐待が増え続けています。児童虐待は、「身体的
虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」が虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」が
あります。たとえ、親がしつけのためだと思っても、あります。たとえ、親がしつけのためだと思っても、
児童の身体に苦痛を与え、不快感を意図的にもたらす児童の身体に苦痛を与え、不快感を意図的にもたらす
行為であれば体罰であり、児童虐待にあたります。行為であれば体罰であり、児童虐待にあたります。  

（☎ 74（☎ 74--0110）0110）

（☎65（☎65-0814-0814））
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