
地域安全情報 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12月1日～12月31日ます。（令和元年12月1日～12月31日））

件数件数　2件　　2件　
累計累計　48件（前年比－18件）※暫定値　48件（前年比－18件）※暫定値
主 な内容主 な内容　倉庫あらし1件、その他1件　倉庫あらし1件、その他1件

子どもを健やかにはぐくむために
～愛の鞭ゼロ作戦～

子育てにおいて、しつけと称して、叩いたり怒子育てにおいて、しつけと称して、叩いたり怒
鳴ったりすることは、子どもの成長のためになら鳴ったりすることは、子どもの成長のためになら
ないばかりか、悪影響を及ぼしてしまう可能性がないばかりか、悪影響を及ぼしてしまう可能性が
あります。子どもを健やかにはぐくむためのポイあります。子どもを健やかにはぐくむためのポイ
ントは、ントは、
・子育てに、体罰や暴言を使わない。
・ 子どもが親に恐怖感を持つとSOSを伝えられ

ない。
・親の怒りやイライラをクールダウンする。
・親自身がSOSを出そう。

ごみの減量化 ごみの減量化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

1月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせしま1月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせしま
す。す。

ごみの資源化 ごみの資源化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

1月分の資源回収実績（ステーション回収）をお1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。知らせします。※※紙類は、雑紙・段ボール・新紙類は、雑紙・段ボール・新
聞・雑誌・紙パックの合計聞・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ペットボトルはつぶして出しましょう。。
資源回収は資源回収は地域のごみステーションに出しましょう。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　建設環境課　☎65-0814

11 月分月分
前年同月比　前年同月比　

増減　増減　
可燃ごみ可燃ごみ 132,260㎏132,260㎏ -3,470㎏-3,470㎏　　

不燃ごみ不燃ごみ 21,510㎏21,510㎏ -610㎏-610㎏　　

合計合計 153,770㎏153,770㎏ -4,080㎏-4,080㎏　　

1 人 1 日あ1 人 1 日あ
たり排出量たり排出量 448448ｇｇ -6-6ｇｇ　　

【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町の収入になるもの

11 月分月分
前年同月比　前年同月比　

増減増減　　

資
源
回
収

資
源
回
収

紙 類紙 類 20,715㎏20,715㎏ -1,346㎏　-1,346㎏　

衣 類衣 類 2,075㎏2,075㎏ -644㎏　-644㎏　

アルミ缶アルミ缶 1,144㎏1,144㎏ -6㎏　-6㎏　
資源物資源物

売却収入売却収入 214,789214,789�円�円 -119,906-119,906�円�円
※ 皆様のご協力により 1 月は上記の収入がありました。

目標まで あと目標まで あと 5757ｇｇ

◆◆

『100歳の秘訣』『100歳の秘訣』
歌代幸子／著歌代幸子／著

新潮社新潮社

『「わがまま」のつながり方』『「わがまま」のつながり方』
鎌田實／著鎌田實／著
中央法規中央法規

『人生のピークを　『人生のピークを　
　90代にもっていく！』　90代にもっていく！』

枝廣淳子／枝廣淳子／著著
大和書房大和書房

スポーツも映画も、後半戦が盛りスポーツも映画も、後半戦が盛り
上がる！ 100 年人生の今、50 代、上がる！ 100 年人生の今、50 代、
60 代からが人生の本番です。幸福60 代からが人生の本番です。幸福
寿命を延ばす法則、メンタルモデル寿命を延ばす法則、メンタルモデル
のゆるめ方、楽しく成長し続ける方のゆるめ方、楽しく成長し続ける方
法、人や社会とのつながり方など、法、人や社会とのつながり方など、
幸せな人生の午後を生きるヒントを幸せな人生の午後を生きるヒントを
具体的に紹介します。具体的に紹介します。

地域に暮らす一人ひとりが社会とつ地域に暮らす一人ひとりが社会とつ
ながりながら、自分らしい「わがまながりながら、自分らしい「わがま
ま」な人生をまっとうする。それをま」な人生をまっとうする。それを
可能にするネットワークや地域づく可能にするネットワークや地域づく
りこそが、地域包括ケアの本質です。りこそが、地域包括ケアの本質です。
幸せな生き方とは何か、考えてみま幸せな生き方とは何か、考えてみま
しょう。しょう。

100 歳 を 越 え て も、 全 員 現 役！100 歳 を 越 え て も、 全 員 現 役！
フォトジャーナリストやプロゴルフォトジャーナリストやプロゴル
ファー、精神科医、俳人…。100ファー、精神科医、俳人…。100
歳を越えてなお活躍し続ける 10 人歳を越えてなお活躍し続ける 10 人
が、健康の秘訣、食事、思考法、仕が、健康の秘訣、食事、思考法、仕
事への取組みなど波瀾万丈の人生を事への取組みなど波瀾万丈の人生を
語り尽くします。語り尽くします。

―��「老い」を楽しむ��―
日本は長寿社会を迎え、「人生100歳時代」ともいわれています。日本は長寿社会を迎え、「人生100歳時代」ともいわれています。

健康で長生きするために、どんなことが必要なのか？「老い」を考え、楽しんでみましょう！健康で長生きするために、どんなことが必要なのか？「老い」を考え、楽しんでみましょう！

◆◆都幾川公民館１階視聴覚室　都幾川公民館１階視聴覚室　
 3月14日㈯ 14時30分～15時30分 3月14日㈯ 14時30分～15時30分
＊紙芝居「くじらのおれいまいり」紙芝居「くじらのおれいまいり」
＊絵本「ちびゴリラのちびちび」絵本「ちびゴリラのちびちび」
＊作ってあそぼう「おたのしみ」作ってあそぼう「おたのしみ」
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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 ～～ 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
「走る図書館」が生まれた日「走る図書館」が生まれた日
シャーリー・グレン（評論社）

ＬＩＦＥ３．０ＬＩＦＥ３．０
マックス・テグマーク（紀伊國屋書店）

地図で見る日本の地震地図で見る日本の地震
山川徹（偕成社）

人物でわかる日本書紀人物でわかる日本書紀
古川順弘（山川出版社）

魔法のたいこと金の針魔法のたいこと金の針
茂市久美子（あかね書房）

へたっぴでもうまくいく小麦粉だけでつくるへたっぴでもうまくいく小麦粉だけでつくる
天然酵母パン天然酵母パン　　マスジマトモコ（家の光協会）マスジマトモコ（家の光協会）

いろいろいろんなからだのほんいろいろいろんなからだのほん
メアリ・ホフマン（少年写真新聞社）

梅と水仙梅と水仙
植松三十里（ＰＨＰ研究所）植松三十里（ＰＨＰ研究所）

おいかけっこのひみつおいかけっこのひみつ
いとうひろし（ポプラ社）

インタビューズインタビューズ
堂場瞬一（河出書房新社）堂場瞬一（河出書房新社）

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、水曜日・木曜日９時～ 18 時火曜日・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】【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～金曜日９時～ 18 時、土曜日・日曜日９時～ 17 時（昼休み 12 時～ 13 時）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】【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。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、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。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）     3月11日㈬ 10時30分～3月11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）   3月17日㈫ 10時～3月17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））   3月28日㈯ 14時～ 3月28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 ～～ 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！ ～

3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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行政相談 行政相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※※電話での相談も受け付けています。電話での相談も受け付けています。
※令和2年4月から13時30分～16時になります。※令和2年4月から13時30分～16時になります。

3月10日㈫ 13時～16時3月10日㈫ 13時～16時
行政相談委員行政相談委員

行政書士相談行政書士相談◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

身近な相談窓口としてご利用ください。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。※事前予約が必要です。

3月16日㈪ 10時～12時3月16日㈪ 10時～12時
埼玉県行政書士会東松山支部埼玉県行政書士会東松山支部

消費生活相談 消費生活相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※※電話での相談も受け付けています。電話での相談も受け付けています。
平日 ㈪㈫㈭㈮ ８時30分～17時平日 ㈪㈫㈭㈮ ８時30分～17時

消費生活相談員・町専門相談員消費生活相談員・町専門相談員
迷惑相談 迷惑相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※※電話での相談も受け付けています。電話での相談も受け付けています。
平日 ㈪㈫㈭ ８時30分～17時平日 ㈪㈫㈭ ８時30分～17時

町専門相談員町専門相談員
教育相談 教育相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※※電話での相談も受け付けています。電話での相談も受け付けています。
平日 ㈬ ８時30分～17時平日 ㈬ ８時30分～17時

町教育相談員町教育相談員
※場所はいずれも活き生き活動センターです※場所はいずれも活き生き活動センターです

・ 子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応
援する。

以上のようなポイントを心がけながら、子どもに以上のようなポイントを心がけながら、子どもに
向き合いましょう向き合いましょう。。

問  小川警察署 ☎74-0110 小川警察署 ☎74-0110

お知らせ   特別整理期間のため、公民館図書室は 3 月 4 日㈬・5 日㈭休館します。ご不便をおかけしますが、ご協力を   特別整理期間のため、公民館図書室は 3 月 4 日㈬・5 日㈭休館します。ご不便をおかけしますが、ご協力を
お願いします。お願いします。
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