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『お弁当サンド』『お弁当サンド』
若山曜子／著　KADOKAWA若山曜子／著　KADOKAWA

『はじめてのスープ弁当』『はじめてのスープ弁当』
市瀬悦子／著　家の光協会市瀬悦子／著　家の光協会

『ラク弁当レシピスペシャル』『ラク弁当レシピスペシャル』
長谷川りえ／著　枻出版社長谷川りえ／著　枻出版社

家族が何度食べても飽きない人気家族が何度食べても飽きない人気
のラク弁当から、冷蔵庫の中にあるのラク弁当から、冷蔵庫の中にある
ものでとにかく仕上げてしまう「ちゃものでとにかく仕上げてしまう「ちゃ
ちゃっとおかず」、がんばって作らなくちゃっとおかず」、がんばって作らなく
ていい使える「シンプル常備菜」まていい使える「シンプル常備菜」ま
で盛りだくさんに紹介する 1 冊です。で盛りだくさんに紹介する 1 冊です。
巻末には、紹介しきれなかった副菜巻末には、紹介しきれなかった副菜
のベストレシピも収録しています。のベストレシピも収録しています。

朝 10 分で作れて、お昼にあたたか朝 10 分で作れて、お昼にあたたか
いまま食べられる、便利なスープいまま食べられる、便利なスープ
ジャー弁当。素材 3 つ + 基礎調味ジャー弁当。素材 3 つ + 基礎調味
料でできる定番スープを中心に、野料でできる定番スープを中心に、野
菜たっぷりで栄養バランスのよいレ菜たっぷりで栄養バランスのよいレ
シピをそろえています。初めてスーシピをそろえています。初めてスー
プジャーを使う人や料理初心者におプジャーを使う人や料理初心者にお
すすめの 1 冊です。すすめの 1 冊です。

短時間で作れる超特急サンド、野菜短時間で作れる超特急サンド、野菜
たっぷりサンドや肉＆魚介のジューたっぷりサンドや肉＆魚介のジュー
シーサンド、旅気分を味わえる世界シーサンド、旅気分を味わえる世界
の絶品サンド、締めにうれしいスの絶品サンド、締めにうれしいス
イーツサンド。食パンやバゲットでイーツサンド。食パンやバゲットで
作る、お弁当にぴったりなサンド作る、お弁当にぴったりなサンド
イッチを紹介する 1 冊です。イッチを紹介する 1 冊です。

―  無理なく、美味しいお弁当づくり  ―
新年度のスタート。幼稚園や学校、職場で食べるお弁当作りに頭を悩ませる時期でもあります。新年度のスタート。幼稚園や学校、職場で食べるお弁当作りに頭を悩ませる時期でもあります。

今月は春からのお弁当作りに役立つ本を3冊紹介します。今月は春からのお弁当作りに役立つ本を3冊紹介します。
お弁当の蓋を開ける時のあのワクワク感を想像しながら、お弁当作りを楽しんでみませんか。お弁当の蓋を開ける時のあのワクワク感を想像しながら、お弁当作りを楽しんでみませんか。
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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
こども哲学図鑑こども哲学図鑑
河野哲也（あかね書房）河野哲也（あかね書房）

千年の読書千年の読書
三砂慶明（誠文堂新光社）三砂慶明（誠文堂新光社）

天気を知って備える防災雲図鑑天気を知って備える防災雲図鑑
荒木健太郎、津田沙矢佳（文溪堂）荒木健太郎、津田沙矢佳（文溪堂）

人生の締め切りを前に人生の締め切りを前に
田原総一朗、下重暁子（講談社）田原総一朗、下重暁子（講談社）

あしたへの翼あしたへの翼
中島信子（汐文社）中島信子（汐文社）

寝る脳は風邪をひかない寝る脳は風邪をひかない
池谷裕二（扶桑社）池谷裕二（扶桑社）

かいじゅうたくはいびんかいじゅうたくはいびん
澤野秋文（講談社）澤野秋文（講談社）

母を待つ里母を待つ里
浅田次郎（新潮社）浅田次郎（新潮社）

やさいのがっこう  いちごちゃんはやさいなの？やさいのがっこう  いちごちゃんはやさいなの？
なかやみわ（白泉社）なかやみわ（白泉社）

黒牢城黒牢城
米澤穂信（KADOKAWA）米澤穂信（KADOKAWA）

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　
 4月9日㈯ 14時30分～15時30分 4月9日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 絵本「かぜのでんわ」 絵本「かぜのでんわ」
＊ 素話「さるとかえるのもちころがし」 素話「さるとかえるのもちころがし」
＊ 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
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）   4月12日㈫ 10時～4月12日㈫ 10時～
ちいさい子向けちいさい子向け（0～5歳）（0～5歳）     4月16日㈯ 10時30分～ 4月16日㈯ 10時30分～
おおきい子向けおおきい子向け（5歳~小学生（5歳~小学生））    4月23日㈯ 14時～4月23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。

新着図
書

ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上
の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。の方を対象に入会説明会を次のとおり実施します。
※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日※ 事前に電話にて申込みをお願いします。相談日

に都合の合わない方は、随時事務所で行います。に都合の合わない方は、随時事務所で行います。
日　時  4月13日㈬　13時30分から 4月13日㈬　13時30分から
場　所  ときがわ町シルバー人材センター事務所 ときがわ町シルバー人材センター事務所
問  ときがわ町シルバー人材センター  ときがわ町シルバー人材センター ☎66-0220☎66-0220

シルバー人材センター会員募集

桜が 4 月上旬まで見頃です。花木園ではソメイヨ桜が 4 月上旬まで見頃です。花木園ではソメイヨ
シノを中心とした約 400 本の桜と、黄色いレンギョシノを中心とした約 400 本の桜と、黄色いレンギョ
ウや白いユキヤナギとの共演を楽しめます。約 10ウや白いユキヤナギとの共演を楽しめます。約 10
万本の空色のネモフィラは 4 月下旬まで西口ひろ万本の空色のネモフィラは 4 月下旬まで西口ひろ
ばで開花し、関東最大級約 70 万本のカラフルなアばで開花し、関東最大級約 70 万本のカラフルなア
イスランドポピーは 5 月初旬まで運動広場で咲きイスランドポピーは 5 月初旬まで運動広場で咲き
誇ります。藤の花を逆さにしたような約 4 万本の誇ります。藤の花を逆さにしたような約 4 万本の
ルピナスは木漏れ日の下、4 月下旬～ 5 月中旬にルピナスは木漏れ日の下、4 月下旬～ 5 月中旬に
かけ、こもれび花畑一面に広がります。約６万球かけ、こもれび花畑一面に広がります。約６万球
のシラーも４月下旬、紅黄葉樹園で見頃に。のシラーも４月下旬、紅黄葉樹園で見頃に。
日　時   9時30分～17時  9時30分～17時
入園料   大人 450 円／ 65 歳以上 210 円／中学生  大人 450 円／ 65 歳以上 210 円／中学生

以下無料 以下無料 
　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）　　　　 ※駐車料金別途（普通車 650 円／ 1 日）
問  国営武蔵丘陵森林公園　管理センター 国営武蔵丘陵森林公園　管理センター

　　☎57-2111　　☎57-2111

国営武蔵丘陵森林公園

4 月見頃の花　ご紹介

埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談埼玉司法書士会では、次のとおり無料の法律相談
会を開催します会を開催します。。

◆寄居町中央公民館　集会室
日　時  4月19日㈫ 4月19日㈫  13時30分～16時30分13時30分～16時30分

◆ウェスタ川越
日　時   4月7日㈭・14日㈭・28日㈭　※いずれ4月7日㈭・14日㈭・28日㈭　※いずれ
もも13時30分～16時30分13時30分～16時30分

相談方法  面談相談（1組1時間)　要予約 面談相談（1組1時間)　要予約
予約方法  総合相談センターで電話予約を受け付け 総合相談センターで電話予約を受け付け
　ます。（平日10時～16時）☎048-838-7472　ます。（平日10時～16時）☎048-838-7472
相談内容  相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、 相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、
　不動産の名義変更など　不動産の名義変更など
費　用  無料 無料
問  埼玉司法書士会事務局 ☎048-863-7861 埼玉司法書士会事務局 ☎048-863-7861

無料法律相談会

◆ 一般曹候補生
対　象   18歳以上33歳未満の者  18歳以上33歳未満の者
受　付   受付中～5月10日㈫受付中～5月10日㈫
試験日   【1次試験】5月20日㈮～29日㈰のいずれ  【1次試験】5月20日㈮～29日㈰のいずれ

か1日 【2次試験】6月17日㈮~7月3日㈰か1日 【2次試験】6月17日㈮~7月3日㈰
のいずれか1日のいずれか1日

※細部についてはお問い合わせください。※細部についてはお問い合わせください。

問   自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所  自衛隊埼玉地方協力本部　熊谷地域事務所
　　（担当）木村 ☎048-522-4855　　（担当）木村 ☎048-522-4855

自衛官募集案内

～県内企業多数参加予定です。
採用担当者と直接話してみましょう～

予約不要、入退場自由、求人情報を来場者全員に予約不要、入退場自由、求人情報を来場者全員に
配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日会場配布。履歴書を複数枚お持ちください（当日会場
でコピーもできます）。参加企業名は開催２週間でコピーもできます）。参加企業名は開催２週間
前より当協議会ウェブサイトに掲載予定。前より当協議会ウェブサイトに掲載予定。
URL　http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/URL　http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
対　象   2023 年 3 月大学・短大・専門学校卒業  2023 年 3 月大学・短大・専門学校卒業

予定の方、3 年以内の既卒の方予定の方、3 年以内の既卒の方
日　時  4月26日㈫　13時～16時 4月26日㈫　13時～16時
　　　　（受付12時～15時30分）　　　　（受付12時～15時30分）
会　場   大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール大宮ソニックシティビル 4F　市民ホール
問  埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185 埼玉県雇用対策協議会 ☎048-647-4185

求人企業合同説明会

埼玉弁護士会では、遺言の日を記念して、弁護士が埼玉弁護士会では、遺言の日を記念して、弁護士が
無料で遺言及び相続に関する法律相談に応じます。無料で遺言及び相続に関する法律相談に応じます。
日　時  4月16日㈯　13時～16時 4月16日㈯　13時～16時
　　　　（受付15時30分まで）　　　　（受付15時30分まで）
相談専用電話   ☎ 048-861-0200  ☎ 048-861-0200
料　金  無料 無料
申込み   不要  不要
問   埼玉弁護士会法律相談センター埼玉弁護士会法律相談センター

　　☎ 048-710-5666　　☎ 048-710-5666

遺言の日記念
相続問題電話法律相談会

2223


