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『SDGs時代の食べ方』『SDGs時代の食べ方』
井出留美／著　筑摩書房井出留美／著　筑摩書房

『食品ロスの大研究』『食品ロスの大研究』
井出留美井出留美／監修　PHP研究所／監修　PHP研究所

『食品ロス「もったいない」を『食品ロス「もったいない」を
みんなで考える(1)～(3)』みんなで考える(1)～(3)』

島本美由紀／監修　あかね書房島本美由紀／監修　あかね書房

⑴⑴では、なぜ食べ物が捨てられていでは、なぜ食べ物が捨てられてい
るのか、食品ロスがよくないのかをるのか、食品ロスがよくないのかを
解説。⑵では、家庭でできる工夫や、解説。⑵では、家庭でできる工夫や、
生産者、小売業者、自治体生産者、小売業者、自治体の取り組の取り組
みみなどを豊富な写真で解説。⑶では、などを豊富な写真で解説。⑶では、
ごみ収集員兼お笑い芸人が、ごみ置ごみ収集員兼お笑い芸人が、ごみ置
き場から焼却場の仕組み、学校でのき場から焼却場の仕組み、学校での
食品ロス削減の工夫を解説します。食品ロス削減の工夫を解説します。

まだ食べられるのに捨てられる食べまだ食べられるのに捨てられる食べ
物、「食品ロス」が問題になってい物、「食品ロス」が問題になってい
ます。日本の食品ロスと世界の食料ます。日本の食品ロスと世界の食料
問題を、豊富な写真や図版とともに問題を、豊富な写真や図版とともに
解説し、食品ロスを減らすためのヒ解説し、食品ロスを減らすためのヒ
ントを紹介します。ントを紹介します。

― 「食品ロス」を減らそう  ―
もったいない！ 日本では、食べられるのに捨てられる食品「食品ロス」の量が年間643万トン（2016年）ともったいない！ 日本では、食べられるのに捨てられる食品「食品ロス」の量が年間643万トン（2016年）と
推計されています。SDGｓ（持続可能な開発目標）では、2030年までに「食品ロス」を半減にすることを推計されています。SDGｓ（持続可能な開発目標）では、2030年までに「食品ロス」を半減にすることを

目標としています。「食品ロス」を減らすためには、私たち一人一人が自分の問題として取り組むことが大切です。目標としています。「食品ロス」を減らすためには、私たち一人一人が自分の問題として取り組むことが大切です。
今月は、「食品ロス」に関する本を紹介します。今月は、「食品ロス」に関する本を紹介します。
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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
ヤングケアラーってなんだろうヤングケアラーってなんだろう
澁井智子（筑摩書房）澁井智子（筑摩書房）

デジタル依存症の罠デジタル依存症の罠
香山リカ（さくら舎）香山リカ（さくら舎）

みんなが知りたい！プランクトンのふしぎみんなが知りたい！プランクトンのふしぎ
「プランクトンのふしぎ」編集室（メイツユニバーサルコンテンツ）「プランクトンのふしぎ」編集室（メイツユニバーサルコンテンツ）

池上彰の世界の見方　東欧・旧ソ連の国々池上彰の世界の見方　東欧・旧ソ連の国々
池上彰（小学館）池上彰（小学館）

りんごの木を植えてりんごの木を植えて
大谷美和子（ポプラ社）大谷美和子（ポプラ社）

飛ばないトカゲ飛ばないトカゲ
小林洋美（東京大学出版会）小林洋美（東京大学出版会）

おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり
長野ヒデ子（おむすび社）長野ヒデ子（おむすび社）

流転流転
笹本稜平（双葉社）笹本稜平（双葉社）

ことりのデパートことりのデパート
苅田澄子（世界ワンダークリエイト）苅田澄子（世界ワンダークリエイト）

花散る里の病棟花散る里の病棟
帚木蓬生（新潮社）帚木蓬生（新潮社）

町立図書館　【開館時間】町立図書館　【開館時間】　火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、水曜日・木曜日９時～水曜日・木曜日９時～ 1818 時時
【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　
 7月9日㈯ 14時30分～15時30分 7月9日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 紙芝居「大蛇の恋の物語」 紙芝居「大蛇の恋の物語」
＊ 絵本「シンドバットのぼうけん」 絵本「シンドバットのぼうけん」
＊ 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）     7月16日㈯ 10時30分～ 7月16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）   7月19日㈫ 10時～7月19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））    7月23日㈯ 14時～7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  7月13日㈬　13時30分から 7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 ☎☎66-022066-0220

シルバー人材センター会員募集

食品ロスが深刻な日本。捨てられる食品ロスが深刻な日本。捨てられる
食材の量は、国連が飢餓の国に行っ食材の量は、国連が飢餓の国に行っ
ている食料支援のなんと 1.4 倍。ている食料支援のなんと 1.4 倍。
この状況を変えるにはどうすれば良この状況を変えるにはどうすれば良
いのか。SDGs 時代にふさわしい食いのか。SDGs 時代にふさわしい食
べ方で社会を変えましょう。べ方で社会を変えましょう。

映画会（無料・先着80人・申込不要）
◆ゆずり葉の頃　7月2日㈯ 14時～◆ゆずり葉の頃　7月2日㈯ 14時～
◆リボンの騎士（アニメ）　7月9日㈯ 14時～◆リボンの騎士（アニメ）　7月9日㈯ 14時～
◆父ありき　7月16日㈯ 14時～◆父ありき　7月16日㈯ 14時～
◆◆象のいない動物園（アニメ）象のいない動物園（アニメ）　7月30日㈯ 14時～　7月30日㈯ 14時～

戦争体験者証言ビデオ上映会（無料・先着80人・
申込不要）
◆父の戦死と東京大空襲後の生活 ◆父の戦死と東京大空襲後の生活 
◆国民学校時代の食糧事情◆国民学校時代の食糧事情
日　時  7月23日㈯ 13時～ 7月23日㈯ 13時～

収蔵品展「昭和の暮らし ―戦前・戦中・戦後―」
会　期  7月9日㈯～12月18日㈰ 7月9日㈯～12月18日㈰

問  埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館） 埼玉ピースミュージアム（埼玉県平和資料館）
　　 　　 ☎☎35-411135-4111
◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）◆開館時間9時～16時30分（入館は16時まで）
◆月曜日休館　◆入館料無料◆月曜日休館　◆入館料無料

埼玉ピースミュージアム

ときがわ子ども音楽倶楽部では、楽器を吹いたりときがわ子ども音楽倶楽部では、楽器を吹いたり
音楽の演奏を楽しんだりする小中学生を募集して音楽の演奏を楽しんだりする小中学生を募集して
います。います。
対　象  町内及び近隣市町村の小中学生 町内及び近隣市町村の小中学生
募集人数   30名30名
費　用  月2,000円 月2,000円
実施期間     6月25日～2月末までの主に第1・第3土6月25日～2月末までの主に第1・第3土

曜日（変更の場合もあり）曜日（変更の場合もあり）
会　場   玉川公民館または都幾川公民館玉川公民館または都幾川公民館
講　師  織田準一（トランペット奏者） 織田準一（トランペット奏者）
　　　　植松透（NHK交響楽団ティンパニ奏者）他　　　　植松透（NHK交響楽団ティンパニ奏者）他
申　込   随時参加を受け付けています。  随時参加を受け付けています。
　　　　tokigawa.kmc@gmail.com　　　　tokigawa.kmc@gmail.com
問   ときがわ子ども音楽倶楽部事務局ときがわ子ども音楽倶楽部事務局

　　さいたまスーパーシニアバンド　　さいたまスーパーシニアバンド
　　川辺 　　川辺 ☎☎090-9677-7383090-9677-7383

ときがわ子ども音楽倶楽部

部員を募集します

令和 4 年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年令和 4 年度の労働保険（労災保険・雇用保険）年
度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申度更新及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申
告納付は 7 月 11 日までです。期間中お早目の手告納付は 7 月 11 日までです。期間中お早目の手
続きをお願いします。続きをお願いします。

問   コールセンター（7 月 22 日まで）コールセンター（7 月 22 日まで）
　　　　☎☎ 0120-165-1800120-165-180
　　埼玉労働局労働保険徴収課　　埼玉労働局労働保険徴収課
　   　   ☎☎ 048-600-6203048-600-6203

< 労働保険の年度更新とは >  < 労働保険の年度更新とは >  
労働保険料は年に一度、その年度の見込み賃金等労働保険料は年に一度、その年度の見込み賃金等
を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、
会社がまとめて前払いします。これと同時に昨年会社がまとめて前払いします。これと同時に昨年
度に支払をした賃金等を申告し保険料を確定させ、度に支払をした賃金等を申告し保険料を確定させ、
過不足の調整をします。これを「労働保険の年度過不足の調整をします。これを「労働保険の年度
更新」といいます。更新」といいます。

★手続や事務処理などでお困りの方は、厚生労働★手続や事務処理などでお困りの方は、厚生労働
大臣の認可を受けた「労働保険事務組合ときがわ大臣の認可を受けた「労働保険事務組合ときがわ
町商工会」に事務委託をすることができます。事町商工会」に事務委託をすることができます。事
務組合は、事業者が行わなければならない事務手務組合は、事業者が行わなければならない事務手
続きを事業主に代わり処理する団体です。事務を続きを事業主に代わり処理する団体です。事務を
委託すると次のような利点があります。委託すると次のような利点があります。
① 事務処理が軽減できます① 事務処理が軽減できます
② 労働保険料を年 3 回に分割納付ができます② 労働保険料を年 3 回に分割納付ができます
③  事業主や家族従事者が労災保険へ特別加入がで③  事業主や家族従事者が労災保険へ特別加入がで

きますきます
お問い合わせは、労働保険事務組合ときがわ町商お問い合わせは、労働保険事務組合ときがわ町商
工会にお尋ねください。工会にお尋ねください。
問   労働保険事務組合ときがわ町商工会労働保険事務組合ときがわ町商工会

　　　　☎☎ 65-0170　柴﨑・荻野65-0170　柴﨑・荻野

労働保険の年度更新について
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