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あわてず落ち着いて行動しましょう
◎ 警察官や金融機関が暗証番号を聞いたり、

キャッシュカードを預かったりすることは絶対
にありません！

◎ 公的機関が、ATMを操作させてお金を返すこ
とは絶対にありません！

◎ はがきやメールなどに記載された連絡先には絶
対に連絡してはいけません！

★110番または最寄りの警察にご相談ください

薬物乱用防止ガイド
「大麻」「覚醒剤」「MDMA・MDA」などは、
危険薬物と言われています。一度でも使うと、
● 体がボロボロになる。呼吸困難が起き、心臓や

脳が徐々に破壊されていきます。
● やめたくても、やめられなくなる。より強い薬

ごみの減量化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2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 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2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

2 月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ 112,760㎏ 2,190㎏　

不燃ごみ 15,190㎏ 870㎏　

合計 127,950㎏ 3,060㎏　

1 人 1 日あ
たり排出量 399ｇ 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

2 月分
前年同月比　

増減　

資
源
回
収

紙 類 16,010㎏ -230㎏　

衣 類 1,730㎏ 150㎏　

アルミ缶 776㎏ -156㎏　
資源物

売却収入 157,026�円 -70,608�円
※ 皆様のご協力により 2 月は上記の収入がありました。

目標まで あと 8ｇ

◆◆

『60歳からはじめる
　自転車ライフ』

辰巳出版

『Let's ゆるポタライフ』
こいしゆうか／著

山下晃和／監修　山と溪谷社

『子供自転車　
　スタートBOOK』

枻出版社

はじめての自転車の選び方から、自
転車の乗り方、一般道を走るための
ルールやマナーなど、子ども用自転
車に関するあらゆる知識を写真やイ
ラストで紹介します。大人が読んで
もためになる１冊です。

初心者、メカオンチ、体力ゼロでも
大丈夫！たのしくおしゃれに自転車
生活はじめませんか？自転車探しか
らパンク修理、輪行など、著者がお
散歩以上旅未満のポタリング（自転
車散歩）にはまっていく様子がマン
ガで分かる、自転車ライフの入門書
です。

いつまでも元気に過ごしたいアクティ
ブシニアのための自転車誌です。ス
ポーツ自転車の基礎知識やカスタマ
イズ法、自転車ライフを楽しんでい
る 60 代から 80 代までの先輩ライ
ダーと愛車などを紹介します。興味
を持った今こそがはじめどき！

―��自転車に乗ってみよう！��―
スポーツ自転車に興味はあるけれど、普通の自転車との違いが分からないし、少し敷居が高い…

そんな未経験者＆初心者の方の背中を押してくれるような本を紹介します。

◆都幾川公民館１階視聴覚室　
 4月11日㈯ 14時30分～15時30分
＊ 絵本「ききみみずきん」
＊ 紙芝居「なっぱのおれい」
＊ 作ってあそぼう「おたのしみ」

としょかん

だ　よ　り

４　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
知ってた？世界のスポーツルールと歴史
アダム・スキナー（徳間書店）

民生委員活動の基礎知識
小林雅彦（中央法規出版）

グレーテルの白い小鳥
斉藤洋（偕成社）

トコトンやさしい相対性理論の本
山崎耕造（日刊工業新聞社）

県知事は小学生？
濱野京子（PHP 研究所）

文房具語辞典
高畑正幸（誠文堂新光社）

はじまりはたき火
まつむらゆりこ（福音館書店）

イマジン？
有川ひろ（幻冬舎）

歯のはえかわりのなぞ
北川チハル（くもん出版）

背高泡立草
古川真人（集英社）

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～日曜日９時～ 17 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）   4月8日㈬ 10時30分～
エプロンさんのおはなし会（0～5歳）  4月21日㈫ 10時～
おおきい子向け（5歳~小学生）  4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！ ～

4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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としょかん

カレンダー

※場所はいずれも活き生き活動センターです
※「困りごと・迷惑相談」「消費生活相談」の
　最終受付は16時30分までです
困りごと・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

 町専門相談員
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

 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 ㈬ 9時～17時

 町教育相談員
行政相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※電話での相談も受け付けています。
 4月14日㈫ 13時30分～16時

 行政相談委員
住民法律相談◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

※事前予約が必要です。1週間前までにお申し込
みください。

 5月20日㈬ 13時30分～16時
 町顧問弁護士

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。

 5月18日㈪ 10時～12時
 埼玉県行政書士会東松山支部

を求め、薬物依存になってしまいます。
● 持っているだけでも犯罪になる。持っているだ

け、他人に渡すだけでも犯罪になります。
● 20歳未満の「お酒」「たばこ」は薬物乱用の

入口。法律で禁じられています。
● 誘いの言葉に注意。「タダであげる」「痩せ

る」「いつでもやめられる」「みんなやってい
る」⇒甘い言葉に誘われたら「はっきりと断り、
すぐにその場を立ち去る」ことです。

軽い気持ちで薬物を使用しては絶対にダメです！

問  小川警察署 ☎74-0110
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