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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10月1日～10月31日）

件数　5件（前年比－3件）　
累計　45件（前年比＋1件）※暫定値
主 な内容　万引き1件、倉庫荒し2件、その他2件

インターネット利用の商品購入に注意！
インターネットでのショッピングはとても便利
ですが、相手が見えないだけに犯罪に巻き込ま
れるというリスクを含んでおり、商品購入に際し
て「お金を振り込んだのに注文した商品が届かな
い」等のトラブル相談が多数見受けられます。

・商品名で検索し、一番安かったサイトで購入
・ＳＮＳや掲示板でやり取りして商品を購入
・ 振込先が会社名でなく個人名（中には外国人

名）であった

という場合に、トラブルが多発しています。イン
ターネットでの商品購入の際には、

ごみの減量化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

10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 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

10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

10 月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ 143,030㎏ -7,910㎏　

不燃ごみ 24,880㎏ 5,370㎏　

合計 167,910㎏ -2,540㎏　

1 人 1 日あ
たり排出量 505ｇ 1ｇ　

【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

10 月分
前年同月比　

増減　

資
源
回
収

紙 類 21,540㎏ -465㎏　

衣 類 3,310㎏ -45㎏　

アルミ缶 1,313㎏ 211㎏　
資源物

売却収入 256,608 円 -114,097 円

※ 皆様のご協力により 10 月は上記の収入がありました。

目標まで あと 114ｇ

◆◆

『日本茶のさわやかスイーツ
　煎茶、ほうじ茶、抹茶、

　和紅茶でつくる』
本間節子／著
世界文化社

『日本茶の「本流」』
飯田辰彦／著

鉱脈社

『日本茶の事典』
スタジオタッククリエイティブ

日本茶を楽しみたい入門者向けの決
定版！おいしい淹れ方、栽培や製造
といった日本茶の基礎知識はもちろ
んのこと、茶器選びのポイントや正
しいお茶のマナーなど、日本茶のあ
らゆることを網羅しています。

日本茶の中でも「狭山茶」に焦点を
あて、その製法や歴史をひもときま
す。仏教とともに中国から伝えられ
たお茶。寺院がお茶の文化を地域に
広める重要な役割を果たしたようで
す。「狭山茶」の起源については諸
説あるようですが、川越茶の他、慈
光茶についても言及されています。

煎茶のマドレーヌ、ほうじ茶プリン、
抹茶のガトーショコラ、和紅茶のア
イスクリームパフェ…。丁寧に淹れ
て飲んでも美味しい日本茶を、煮出
したり、砕いてまるごと入れ込んだ
りしたお菓子のレシピを紹介します。

―  日本茶の世界  ―
今月は、「日本茶」について書かれた本を紹介します。

当たり前のように身近にある、奥深い「日本茶」の世界を味わってみてください。

◆都幾川公民館１階視聴覚室　
 12月14日㈯ 14時30分～15時30分

＊紙芝居「ぴょんぴょんだんご」
＊絵本「サンタさんといっしょに」
＊作ってあそぼう「おたのしみ」

としょかん

だ　よ　り

12　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
桃太郎は盗人なのか？
倉持よつば（新日本出版社）

哲学の解剖図鑑
小須田健（エクスナレッジ）

未来を変えるロボット図鑑
ルーシー・ロジャーズ（創元社）

親が知らない子どものスマホ
鈴木朋子（日経ＢＰ）

だれもしらない図書館のひみつ
北川チハル（汐文社）

科学者が消える
岩本宣明（東洋経済新報社）

やぎのグッドウィン
ドン・フリーマン（福音館書店）

祝祭と予感
恩田陸（幻冬舎）

わたしねこがかいたいの
ミシェル・ロビンソン（岩崎書店）

Ｉの悲劇
米澤穂信（文藝春秋）

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）   12月11日㈬ 10時30分～
エプロンさんのおはなし会（0～5歳）  12月17日㈫ 10時～
おおきい子向け（5歳~小学生） お休みです。次回をお楽しみに♪

～ 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！ ～

12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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カレンダー

行政相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※電話での相談も受け付けています。 12月
10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 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

1月8日㈬ 10時～15時 活き生き活動セン
ター 人権擁護委員

・ホームページのＵＲＬを確認する
・信頼できるサイト（大手サイト）等を利用する
・振込先の氏名等を確認する

等によりある程度危険を回避することができます。

問  小川警察署 ☎74-0110

住民法律相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※事前に予約が必要です。1週間前までにお申し
込みください。 12月13日㈮ 13時30分～16時 

活き生き活動センター 町顧問弁護士
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