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『防災工作』『防災工作』
プラス・アーツ／監修プラス・アーツ／監修

学研プラス学研プラス

『平井信行の気象・　『平井信行の気象・　
　防災情報の見方と使い方』　防災情報の見方と使い方』

平井信行／著　第一法規平井信行／著　第一法規

『災害から命を守る　『災害から命を守る　
 「逃げ地図」づくり』 「逃げ地図」づくり』

逃げ地図づくりプロジェクト逃げ地図づくりプロジェクト
チーム／編著　チーム／編著　ぎょうせいぎょうせい

「逃げ地図」はいざという時のため「逃げ地図」はいざという時のため
に地域住民が主体的に防災についてに地域住民が主体的に防災について
考えるツールです。自治会単位のグ考えるツールです。自治会単位のグ
ループから小中高生向けの防災教育ループから小中高生向けの防災教育
ツールとして使え、「自らの命を守ツールとして使え、「自らの命を守
る」うえでとても役立つ 1 冊です。る」うえでとても役立つ 1 冊です。

気象・防災情報の見方・使い方、自気象・防災情報の見方・使い方、自
然災害や急な気象変動から身を守る然災害や急な気象変動から身を守る
方法など、適切な危険回避行動につ方法など、適切な危険回避行動につ
なげて命を守るためにはどうしたらなげて命を守るためにはどうしたら
よいか。極端な気象に遭遇した時によいか。極端な気象に遭遇した時に
どのように行動すればよいかを具体どのように行動すればよいかを具体
的に分かりやすく伝える 1 冊です。的に分かりやすく伝える 1 冊です。

地震、台風、大雨など、災害の多地震、台風、大雨など、災害の多
い日本。水、電気、ガスが止まってい日本。水、電気、ガスが止まって
しまったらどうなってしまうのか。身しまったらどうなってしまうのか。身
近にある材料で災害時に役立つ工作近にある材料で災害時に役立つ工作
を紹介します。子どもたちが工作をを紹介します。子どもたちが工作を
通して、主体的に防災を学ぶことが通して、主体的に防災を学ぶことが
できる 1 冊です。防災工作をしなができる 1 冊です。防災工作をしなが
ら家族で防災意識を高めましょう。ら家族で防災意識を高めましょう。

―  自然災害に備えて  ―
台風や大雨による自然災害が頻繁に発生する季節になりました。台風や大雨による自然災害が頻繁に発生する季節になりました。

きょう、あすにも起こりうる災害に備え、命を守り、被害を小さくするためには、備蓄や非常持ち出し品を用意したり、きょう、あすにも起こりうる災害に備え、命を守り、被害を小さくするためには、備蓄や非常持ち出し品を用意したり、
避難場所や避難経路について確認したりするなど、普段から防災対策をしておくことが重要ではないでしょうか。避難場所や避難経路について確認したりするなど、普段から防災対策をしておくことが重要ではないでしょうか。

今月は、自然災害に備え、防災に関する本を紹介します。今月は、自然災害に備え、防災に関する本を紹介します。
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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
教科で学ぶ SDGs 学教科で学ぶ SDGs 学
稲葉茂勝（今人舎）稲葉茂勝（今人舎）

人生 100 年時代人生 100 年時代
山口昇（風詠社）山口昇（風詠社）

武器ではなく命の水をおくりたい武器ではなく命の水をおくりたい
宮田律（平凡社）宮田律（平凡社）

わたしの居場所わたしの居場所
共同通信社取材班（現代人文社）共同通信社取材班（現代人文社）

さくぶんめいじんさくぶんめいじん
田中定幸（本の泉社）田中定幸（本の泉社）

隈研吾建築図鑑隈研吾建築図鑑
宮沢洋（日経 BP）宮沢洋（日経 BP）

へんてこたいそうへんてこたいそう
新井洋行（小峰書店）新井洋行（小峰書店）

悪魔には悪魔を悪魔には悪魔を
大沢在昌（毎日新聞出版）大沢在昌（毎日新聞出版）

ぼくはしょうぼうしぼくはしょうぼうし
トンマーゾ・ブルキエッティ（潮出版社）トンマーゾ・ブルキエッティ（潮出版社）

小説 8050小説 8050
林真理子（新潮社）林真理子（新潮社）

町立図書館　【開館時間】町立図書館　【開館時間】　火曜日～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 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～日曜日９時～ 17 時火曜日～日曜日９時～ 17 時

【貸出冊数・期間】【貸出冊数・期間】　ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて５冊まで、15 日間借りられます。ひとり図書・雑誌・紙芝居・ＣＤ（1 点まで）をまとめて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・ＣＤ・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・ＣＤ・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。

～ 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 ～

＊新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合もあります。＊新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる場合もあります。

～ 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！ ～

7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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◆◆都幾川公民館１階視聴覚室　都幾川公民館１階視聴覚室　
 7月10日㈯ 14時30分～15時30分 7月10日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 紙芝居「てんからおだんご」 紙芝居「てんからおだんご」
＊ 絵本「ごんべいだぬき」 絵本「ごんべいだぬき」
＊ 作ってあそぼう!! おたのしみ! 作ってあそぼう!! おたのしみ!

◆◆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）    7月14日㈬ 10時30分～ 7月14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）   7月20日㈫ 10時～7月20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））     7月24日㈯ 14時～ 7月24日㈯ 14時～

２　しらない人についていかない。２　しらない人についていかない。
３　大きな声でたすけをよぶ。３　大きな声でたすけをよぶ。
４　だれとどこで何時まで遊ぶか家の人に話す。４　だれとどこで何時まで遊ぶか家の人に話す。
家族で話し合い、子どもたちに4つの約束を身につけ家族で話し合い、子どもたちに4つの約束を身につけ
させてください。させてください。
•  不審者が接近してくる時間帯は、14時～18時に集•  不審者が接近してくる時間帯は、14時～18時に集

中しています。中しています。
•  毎日の安全チェックで、自分の命を大切にする習慣•  毎日の安全チェックで、自分の命を大切にする習慣

をつけましょう。をつけましょう。

あやしいなと思ったり、あやしいなと思ったり、
こわい目にあったりしたら、すぐ110番！こわい目にあったりしたら、すぐ110番！

問  小川警察署 ☎74-0110 小川警察署 ☎74-0110

5月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。5月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。

55 月分月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ可燃ごみ 132,400㎏132,400㎏ -28,500㎏-28,500㎏　　

不燃ごみ不燃ごみ 17,420㎏17,420㎏ -3,030㎏-3,030㎏　　

合計合計 149,820㎏149,820㎏ -31,530㎏-31,530㎏　　

1 人 1 日あ1 人 1 日あ
たり排出量たり排出量 446446ｇｇ -87-87ｇｇ　　

【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
目標まで あと目標まで あと 5555ｇｇ

ごみの減量化
5月分の資源回収実績（ステーション回収）をお知ら5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、雑がみ・段ボール・新聞・雑せします。※紙類は、雑がみ・段ボール・新聞・雑
誌・紙パックの合計誌・紙パックの合計
町の収入になるもの町の収入になるもの

55 月分月分
前年同月比　

増減　

資
源
回
収

資
源
回
収

紙 類紙 類 19,295㎏19,295㎏ -2,635㎏　-2,635㎏　

衣 類衣 類 5,485㎏5,485㎏ -1,350㎏　-1,350㎏　

アルミ缶アルミ缶 1,261㎏1,261㎏ 11㎏　11㎏　
資源物資源物

売却収入売却収入 263,998263,998 円 円 110,303110,303 円 円

※ 皆様のご協力により 5 月は上記の収入がありました。

ごみの資源化

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

地地 域安全情報 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3年5月1日～5月31日）します。（令和3年5月1日～5月31日）
　3件（前年比－2件）　3件（前年比－2件）
　16件（前年比＋3件）※暫定値　16件（前年比＋3件）※暫定値

　 詐欺1件、その他2件　 詐欺1件、その他2件

自分の命を守る4つの約束！自分の命を守る4つの約束！
～不審者に注意～～不審者に注意～

これからの季節は、子どもたちが外で遊ぶ機会も増えこれからの季節は、子どもたちが外で遊ぶ機会も増え
てきます。子どもたちを犯罪から守るためには、日常てきます。子どもたちを犯罪から守るためには、日常
生活の中での子どもたち自身の防犯意識が大切です。生活の中での子どもたち自身の防犯意識が大切です。    
１　ひとりにならない １　ひとりにならない 
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