
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11月1日～11月30日）

件数　1件（前年比－1件）　
累計　46件（前年比±0件）※暫定値
主 な内容　傷害1件

大丈夫？　昨日のお酒も　気を付けて
「少し寝たから酒は抜けた。大丈夫。」
いいえ。睡眠中は内臓機能が低下し、アルコール
の分解が遅くなります。アルコールが体内で分解
されるには、一定の時間が必要です。寝たからと
言ってアルコールが完全に体から抜けるわけでは
ないので、運転をする前日は夜遅くまで深酒をし
ないようにしましょう。

問  小川警察署 ☎74-0110

ごみの減量化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

11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 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

11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

11 月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ 135,900㎏ -1,550㎏　

不燃ごみ 20,160㎏ 4,560㎏　

合計 156,060㎏ 3,010㎏　

1 人 1 日あ
たり排出量 469ｇ 16ｇ　

【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

11 月分
前年同月比　

増減　

資
源
回
収

紙 類 17,265㎏ -1,091㎏　

衣 類 2,875㎏ -19㎏　

アルミ缶 836㎏ -195㎏　
資源物

売却収入 174,941 円 -143,721 円

※ 皆様のご協力により 11 月は上記の収入がありました。

目標まで あと 78ｇ

◆◆

『あるかしら書店』
ヨシタケシンスケ／著

ポプラ社

『わらういきもの』
松阪崇久／監修　近藤雄生／著

エクスナレッジ

『「笑いの力」で　
　人生はうまくいく』

植西聰／著
ゴマブックス

健康になる、人間関係や仕事がうま
くいく…。笑うことで、人は幸せに
なっていく ! 「微笑み」から「大笑い」
まで、笑いがもたらす 91 の効用を
掲載します。この本を読んで笑っ
て生きる大切さを再確認してみま
しょう。

ほほえむシロイルカ、明るい笑顔の
アフリカライオン、満足そうに笑う
カンガルー…。約 100 種のいきも
のたちが笑って見える写真を解説と
ともに収録します。見ていると思わ
ず笑みがこぼれること間違いなし！

「こんな本、あったらいいな」が詰
まった妄想書店を、人気の絵本作家
が描きます。今日もあるかしら書店
には、いろんな理由で本を探しにお
客さんがやってきます。くすりと
笑って、ますます本が好きになって
しまう一冊です。

―  笑う門には福来る  ―
いよいよ2020年の幕開けです。今月は、「笑い」にまつわる本を紹介します。

この1年が笑いあふれる年になりますように！

◆都幾川公民館１階視聴覚室　
 1月11日㈯ 14時30分～15時30分

＊紙芝居「おしょうがつのおきゃくさま」
＊絵本「ぞうのはなはなぜながい」
＊作ってあそぼう「おたのしみ」

としょかん

だ　よ　り

１　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
どうなる？これからのお金図鑑
荻原博子（文溪堂）

司法通訳人という仕事
小林裕子（慶應義塾大学出版会）

食品ロスの大研究
井出留美（ＰＨＰ研究所）

筋肉・肌・目・耳の “ 若返り ” 健康法
「きょうの健康」番組制作班（主婦と生活社）

今、空に翼広げて
山本悦子（講談社）

カメラとにっぽん
日本カメラ博物館（国書刊行会）

図書館のふしぎな時間
福本友美子（玉川大学出版部）

本意に非ず
上田秀人（文藝春秋）

ながーい５ふん　みじかい５ふん
リズ・ガートン・スキャンロン（光村教育図書）

時を壊した彼女
古野まほろ（講談社）

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）   1月8日㈬ 10時30分～
エプロンさんのおはなし会（0～5歳）  1月21日㈫ 10時～
おおきい子向け（5歳~小学生）  1月25日㈯ 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！ ～

1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。 1月14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
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。 1月20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

2425


