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『天気を知って備える　『天気を知って備える　
防災雲図鑑』防災雲図鑑』

荒木健太郎、津田紗矢佳／著荒木健太郎、津田紗矢佳／著
文溪堂文溪堂

『災害とトイレ』『災害とトイレ』
日本トイレ協会日本トイレ協会／編　柏書房／編　柏書房

『図解でわかる14歳からの　『図解でわかる14歳からの　
自然災害と防災』自然災害と防災』

社会応援ネットワーク／著社会応援ネットワーク／著
太田出版太田出版

エレベーターで地震にあったら？エレベーターで地震にあったら？
ペットも避難所に連れて行っていペットも避難所に連れて行ってい
い？ 災害時にとるべき行動、避難い？ 災害時にとるべき行動、避難
生活への備え、災害の仕組み、防災生活への備え、災害の仕組み、防災
活動の実践的な取り組み事例など活動の実践的な取り組み事例など
を、カラー図版を用いて Q&A 形式を、カラー図版を用いて Q&A 形式
でわかりやすく解説する 1 冊です。でわかりやすく解説する 1 冊です。

災害時のトイレ問題は重大な健康リ災害時のトイレ問題は重大な健康リ
スクにつながる危険があります。災スクにつながる危険があります。災
害時、トイレが使えないときの応急害時、トイレが使えないときの応急
処置、災害ボランティアのトイレ問処置、災害ボランティアのトイレ問
題、家庭や地域の備蓄の必要量、マ題、家庭や地域の備蓄の必要量、マ
ンション住民が知っておくべきこンション住民が知っておくべきこ
と、行政による支援の内容など、いと、行政による支援の内容など、い
ざという時に役立つ知識をわかりやざという時に役立つ知識をわかりや
すく紹介する 1 冊です。すく紹介する 1 冊です。

― 防災  ―
9月1日は「防災の日」です。「防災の日」を中心に1週間が防災週間です。9月1日は「防災の日」です。「防災の日」を中心に1週間が防災週間です。

日ごろから防災グッズの準備や点検を行い、家族で防災について話し合いをするなどして、日ごろから防災グッズの準備や点検を行い、家族で防災について話し合いをするなどして、
自然災害に備えましょう。今月は、防災に関する本を紹介します。自然災害に備えましょう。今月は、防災に関する本を紹介します。

としょかん
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９　月　の

おはなし会

～ 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
言葉を生きる言葉を生きる
池田晶子（筑摩書房）池田晶子（筑摩書房）

脳ドクターが教える脳とココロの引き寄せルール脳ドクターが教える脳とココロの引き寄せルール
加藤俊徳（朝日新聞出版）加藤俊徳（朝日新聞出版）

宇宙食になったサバ缶宇宙食になったサバ缶
小坂康之（小学館）小坂康之（小学館）

中学生から知りたいウクライナのこと中学生から知りたいウクライナのこと
小山哲、藤原辰史（ミシマ社）小山哲、藤原辰史（ミシマ社）

パンに書かれた言葉パンに書かれた言葉
朽木祥（小学館）朽木祥（小学館）

いくつになっても「骨」は育つ！いくつになっても「骨」は育つ！
今泉久美（文化学園文化出版局）今泉久美（文化学園文化出版局）

ロケットペンギンロケットペンギン
中川ひろたか（世界文化ワンダークリエイト）中川ひろたか（世界文化ワンダークリエイト）

オリーブの実るころオリーブの実るころ
中島京子（講談社）中島京子（講談社）

おおきくなったら、なんになる？おおきくなったら、なんになる？
刀根里衣（NHK 出版）刀根里衣（NHK 出版）

こころの風景こころの風景
山折哲雄（海風社）山折哲雄（海風社）

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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としょかん

カレンダー

◆◆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
 9月10日㈯ 14時30分～15時30分 9月10日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 絵本「おじいちゃんのだいこうぶつ  まご」 絵本「おじいちゃんのだいこうぶつ  まご」
＊ 紙芝居「しろいからす」 紙芝居「しろいからす」
＊ 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）     9月17日㈯ 10時30分～ 9月17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）   9月20日㈫ 10時～9月20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））    9月24日㈯ 14時～9月24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  9月14日㈬　13時30分から 9月14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

身近な雲の名前や、知っておきたい身近な雲の名前や、知っておきたい
気象のキーワードを取り上げ、写真気象のキーワードを取り上げ、写真
や図を用いてやさしく解説。また、や図を用いてやさしく解説。また、
特に気象災害をもたらす雲を中心特に気象災害をもたらす雲を中心
に、気象災害のメカニズムや、それに、気象災害のメカニズムや、それ
をもとにした気象情報の使い方、備をもとにした気象情報の使い方、備
えなどを紹介する 1 冊です。えなどを紹介する 1 冊です。

SPレコードコンサート（先着160人・申込不要）
日　時  9月18日㈰ 13時30分～15時（開場13時） 9月18日㈰ 13時30分～15時（開場13時）

映画会（無料・先着160人・申込不要）
◆おじいちゃんの里帰り　9月3日㈯ 14時～◆おじいちゃんの里帰り　9月3日㈯ 14時～
◆さくら隊散る　9月10日㈯ 14時～◆さくら隊散る　9月10日㈯ 14時～
◆我が家の楽園　9月17日㈯ 14時～◆我が家の楽園　9月17日㈯ 14時～

戦争体験者証言ビデオ上映会（無料・先着160人・
申込不要）
◆帰ってきた日の丸（約9分） ◆帰ってきた日の丸（約9分） 
◆南方・太平洋での海軍体験（約16分）◆南方・太平洋での海軍体験（約16分）
日　時  9月24日㈯ 13時～ 9月24日㈯ 13時～

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　◆入館料無料講演や多言語ワークショップ（多言語に触れて身講演や多言語ワークショップ（多言語に触れて身

体を使ってのアクティビティ）を行います。体を使ってのアクティビティ）を行います。
日時・会場   
◆9月18日㈰ 14時～16時 国立女性教育会館◆9月18日㈰ 14時～16時 国立女性教育会館
◆9月23日㈮ 14時～16時 リリックおがわ◆9月23日㈮ 14時～16時 リリックおがわ
◆9月28日㈬ 10時～11時30分 高坂市民活動センター◆9月28日㈬ 10時～11時30分 高坂市民活動センター
◆10月16日㈰ 10時～11時30分 東松山市民文化センター◆10月16日㈰ 10時～11時30分 東松山市民文化センター
※オンラインに切り替える場合があります。※オンラインに切り替える場合があります。
対　象   どなたでも  どなたでも
問   ヒッポファミリークラブ   ヒッポファミリークラブ ☎☎ 0120-557-761 0120-557-761

埼玉ピースミュージアム

◆ 一般曹候補生採用試験
対　象   18歳以上33歳未満の者  18歳以上33歳未満の者
受　付   年間を通じて行っています年間を通じて行っています。。

◆防衛大学校学生（一般）
対　象   18歳以上21歳未満の者（高卒者・見込含、  18歳以上21歳未満の者（高卒者・見込含、

または高専3年修了者・見込含）または高専3年修了者・見込含）
受　付   受付中～10月26日㈬受付中～10月26日㈬
試験日 【1次】11月5日㈯・6日㈰の2日間【1次】11月5日㈯・6日㈰の2日間    
                        【2次【2次】】12月 6日㈫～10日㈯12月 6日㈫～10日㈯のいずれか1日のいずれか1日
合格発表 【1次】11月24日㈬【1次】11月24日㈬
　　　　　【最終】令和5年1月20日㈮　　　　　【最終】令和5年1月20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）満木 　　（担当）満木 ☎☎  048-522-4855048-522-4855

月2回の例会で制作した人物画作品を中心に、風景月2回の例会で制作した人物画作品を中心に、風景
画、静物画等を油彩水彩などで表現した作品を70画、静物画等を油彩水彩などで表現した作品を70
数点展示します。数点展示します。
日　時  9月20日㈫～25日㈰　9時40分～17時 9月20日㈫～25日㈰　9時40分～17時
　　 　  ※20日㈫は13時から、25日㈰は16時まで　　 　  ※20日㈫は13時から、25日㈰は16時まで
会　場  東松山市立図書館3階 展示室 東松山市立図書館3階 展示室
問   平成美術会事務局 米沢   平成美術会事務局 米沢 ☎☎  77-180277-1802

自衛官募集案内

第62回　平成美術会展

親子で楽しむ

はじめての多言語体験ワークショップ

2627


