
地域安全情報 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知ら
せします。（令和元年9月1日～9月30日）

件数　4件（前年比－2件）　
累計　40件（前年比＋4件）※暫定値
主 な内容　車上ねらい1件、器物損壊1件、そ

の他2件

ホットライン通報の対応に
ご協力をおねがいします

埼玉県警察では、金融機関、コンビニ等に対
し、振り込め詐欺被害防止のため、ホットラ
イン通報の協力を依頼しています。
ホットライン通報とは、

ごみの減量化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

9月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせ
します。

ごみの資源化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

9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、雑紙・段ボー
ル・新聞・雑誌・紙パックの合計

ペットボトルはつぶして出しましょう。
資源回収は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

行政相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※電話での相談も受け付けています。 11月
12日㈫ 13時～16時 活き生き活動センター 

行政相談委員
消費生活相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※電話での相談も受け付けています。 平日 
㈪㈫㈭㈮ ８時30分～17時 活き生き活動セ
ンター 消費生活相談員・町専門相談員
教育相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※電話での相談も受け付けています。 平日 
㈬ ８時30分～17時 活き生き活動センター

町教育相談員
迷惑相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※電話での相談も受け付けています。 平日 
㈪ ㈫ ㈭ ８時30分～17時 活き生き活動セ
ンター 町専門相談員
人権相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

11月6日㈬ 10時～15時 活き生き活動セ
ンター 人権擁護委員
行政書士相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

身近な相談窓口としてご利用ください。※事
前予約が必要です。 11月18日㈪ 10時～12
時 活き生き活動センター 埼玉県行政
書士会東松山支部

9 月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ 131,330㎏ 2,260㎏　

不燃ごみ 14,720㎏ -1,280㎏　

合計 146,050㎏ 980㎏　

1 人 1 日あ
たり排出量 438ｇ 11ｇ　

【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

町の収入になるもの

9 月分
前年同月比　

増減　

資
源
回
収

紙 類 16,305㎏ 300㎏　

衣 類 1,915㎏ 180㎏　

アルミ缶 1,116㎏ 30㎏　

資源物
売却収入 199,641�円 -80,844�円

※ 皆様のご協力により 9 月は上記の収入がありました。

目標まで あと 47ｇ

金融機関の場合
リフォーム代、冠婚葬祭費、親族へのお祝い、
入院費、車両購入費、預け替え等の理由によ
り、高額な金額を引き出す際に警察に連絡す
ること
コンビニ等の場合
電子マネーを大量に購入するまたは電話を掛
けながらATMの操作をしている場合に警察に
連絡すること

問  小川警察署 ☎74-0110

◆◆

『きみの声をきかせて』
小手鞠るい／著

偕成社

『ピアノ図鑑　
歴史、構造、世界の銘器』

ジョン=ポール・ウィリアムズ／著
元井夏彦／訳

ヤマハミュージックメディア

『ルース・スレンチェンスカ　
九十四歳のピアニスト
一音で語りかける』

ルース・スレンチェンスカ／著
大野陽子／編・構成

平凡社

演奏とは、「音楽という美しいもの」
を人と分かちあうこと。日々進化し
続ける 94 歳の奇跡のピアニスト、
ルース・スレンチェンスカが、自身
のこれまでを語ります。

ピアノの歴史と発展を最初期からひ
もときます。世界の主要ピアノメー
カーの歴史も、グラフ・表・仕様な
どの情報、写真とともに紹介します。
さらにはピアノ選びのコツやケアの
仕方まで、あらゆる視点でピアノの
魅力を満喫！

声が出なくなった日本の少女とアメ
リカに住むピアノを弾く少年。音楽
や音を共有できるソーシャルメディ
アを介して知り合った 2 人は、音
楽と詩の交換をはじめます。2 人の
交流が続くうちに、少女は少年の本
当の姿を知って…。

―��ピアノの音に魅せられて��―
芸術の秋、秋の夜長は音楽に触れてみませんか？

今月は「ピアノ」をテーマに、３冊の本を紹介します。

◆都幾川公民館１階視聴覚室　
 11月9日㈯ 14時30分～15時30分
＊絵本「あめのひのえんそく」
＊エプロンシアター「あてっこクイズ」
＊作ってあそぼう「おたのしみ」

としょ
かん

だ　よ
　り

11　
月　の

おは
なし

会

新着図
書 ～ 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  一般書
こども六法
山崎聡一郎（弘文堂）

災害に強いまちづくりは互近助の力
山村武彦（ぎょうせい）

スポーツと君たち
佐藤善人（大修館書店）

人類は噛んで進化した
ピーター・S．アンガー（原書房）

ヤービの深い秋
梨木香歩（福音館書店）

グリーンウッドワーク
久津輪雅（学研プラス）

おつきさまひとつずつ
長野ヒデ子（童心社）

楽園の真下
荻原浩（文藝春秋）

グリドングリドン
宮西達也（ひかりのくに）

落日
湊かなえ（角川春樹事務所）

町立図書館　【開館時間】　火曜日・金曜日～日曜日９時～ 17 時、水曜日・木曜日９時～ 18 時
【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。
公民館図書室　【開館時間】　火曜日～金曜日９時～ 18 時、土曜日・日曜日９時～ 17 時（昼休み 12 時～ 13 時）

【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌・紙芝居を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・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。

◆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
ちいさい子向け（0～5歳）   11月13日㈬ 10時30分～
エプロンさんのおはなし会（0～5歳）  11月19日㈫ 10時～
おおきい子向け（5歳~小学生）  11月23日(土・祝) 14時～

～ 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！ ～

11月の開館日

      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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個別リハビリ相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ご自宅へのリハビリや住宅改修等について理
学療法士が相談に応じます。※事前予約が必
要です。希望によりご自宅への訪問を行うこ
ともできます。 11月20日㈬ 13時30分～
16時 保健センター 理学療法士、保
健師

2425


