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『冷凍フルーツの　『冷凍フルーツの　
ひんやりスイーツ』ひんやりスイーツ』

あまこようこ／著あまこようこ／著
主婦の友社主婦の友社

『思わず見とれる　『思わず見とれる　
　ゼリースイーツ』　ゼリースイーツ』

大越郷子／著　誠文堂新光社大越郷子／著　誠文堂新光社

『電子レンジで簡単！　『電子レンジで簡単！　
ひんやり夏和菓子』ひんやり夏和菓子』
鳥居満智江／著　鳥居満智江／著　淡交社淡交社

食欲が落ちる夏、ノドごしがよい葛食欲が落ちる夏、ノドごしがよい葛
や寒天を使った和菓子は、滋養にすや寒天を使った和菓子は、滋養にす
ぐれ身体によく、暑さを忘れることぐれ身体によく、暑さを忘れること
ができるお菓子です。涼感たっぷりができるお菓子です。涼感たっぷり
の和菓子を定番の葛牡丹・わらび餅・の和菓子を定番の葛牡丹・わらび餅・
琥珀羹に加え、インスタ映えする透琥珀羹に加え、インスタ映えする透
明な世界にカラフルなあんこを閉じ明な世界にカラフルなあんこを閉じ
込めたスケルトン和菓子など、一年込めたスケルトン和菓子など、一年
通しても食べたいオリジナル和菓子通しても食べたいオリジナル和菓子
をふんだんに紹介する 1 冊です。をふんだんに紹介する 1 冊です。

冷やして固めるだけで、美味しいき冷やして固めるだけで、美味しいき
れいなデザートの出来上がり。水羊れいなデザートの出来上がり。水羊
羹、琥珀糖などの和菓子系、コクの羹、琥珀糖などの和菓子系、コクの
あるムースやパンナコッタなどのクあるムースやパンナコッタなどのク
リーム系。フレッシュフルーツをふリーム系。フレッシュフルーツをふ
んだんに使った王道果物ゼリー、冷んだんに使った王道果物ゼリー、冷
やして固めるプリンなど思わず見とやして固めるプリンなど思わず見と
れるゼリースイーツのレシピが満載れるゼリースイーツのレシピが満載
の 1 冊です。の 1 冊です。

冷凍フルーツは、1 年中美味しさが冷凍フルーツは、1 年中美味しさが
変わらず、皮むきや下処理が済んで変わらず、皮むきや下処理が済んで
いるので、使いたい時にほしい分量いるので、使いたい時にほしい分量
さっと取り出せるのが魅力です。ブさっと取り出せるのが魅力です。ブ
レンダーにかけてスムージーに、つレンダーにかけてスムージーに、つ
ぶして甘みを加えてシロップに、ゼぶして甘みを加えてシロップに、ゼ
リーやプリンの具材にと使い勝手リーやプリンの具材にと使い勝手
は様々です。１年中美味しい冷凍フは様々です。１年中美味しい冷凍フ
ルーツで、ひんやりスイーツを作っルーツで、ひんやりスイーツを作っ
てみてはいかがですか。てみてはいかがですか。

―  夏本番　スイーツで涼を求めて  ―
夏本番、思わず冷たいものが食べたくなる季節。見た目にも涼しく、夏本番、思わず冷たいものが食べたくなる季節。見た目にも涼しく、

そして美味しいスイーツを食べて元気に暑い夏を乗り切りましょう。今月は、ひんやりスイーツの本を紹介します。そして美味しいスイーツを食べて元気に暑い夏を乗り切りましょう。今月は、ひんやりスイーツの本を紹介します。
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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
キャラ絵で学ぶ！都道府県図鑑キャラ絵で学ぶ！都道府県図鑑
伊藤賀一（すばる舎）伊藤賀一（すばる舎）

地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方
作田龍昭（ベレ出版）作田龍昭（ベレ出版）

科学者になりたい君へ科学者になりたい君へ
佐藤勝彦（河出書房新社）佐藤勝彦（河出書房新社）

偉い人ほどすぐ逃げる偉い人ほどすぐ逃げる
武田砂鉄（文藝春秋）武田砂鉄（文藝春秋）

この世界からサイがいなくなってしまうこの世界からサイがいなくなってしまう
味田村太郎（学研プラス）味田村太郎（学研プラス）

生物発光の謎を解く生物発光の謎を解く
近江谷克裕（シーアンドアール研究所）近江谷克裕（シーアンドアール研究所）

たなばたのおねがいたなばたのおねがい
がじゅまるはな（文芸社）がじゅまるはな（文芸社）

薔薇のなかの蛇薔薇のなかの蛇
恩田陸（講談社）恩田陸（講談社）

ハミガキクエストハミガキクエスト
山岡ひかる（くもん出版）山岡ひかる（くもん出版）

リボルバーリボルバー
原田マハ（幻冬舎）原田マハ（幻冬舎）

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！ ～

8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　
 8月14日㈯ 14時30分～15時30分 8月14日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 紙芝居「トビウオのぼうやはびょうきです」 紙芝居「トビウオのぼうやはびょうきです」
＊ 絵本「えのなかの ゆうれい」 絵本「えのなかの ゆうれい」
＊ 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）    8月11日㈬ 10時30分～ 8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）   8月17日㈫ 10時～8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））     8月28日㈯ 14時～ 8月28日㈯ 14時～

・ワクチンを優先して受けるためにお金が必要だ・ワクチンを優先して受けるためにお金が必要だ
・ ワクチン接種の予約の予約代行をするのでお金・ ワクチン接種の予約の予約代行をするのでお金

が必要だが必要だ
・ ワクチン接種をするために家族構成や口座番号・ ワクチン接種をするために家族構成や口座番号

などの個人情報を教えてほしいなどの個人情報を教えてほしい
行政機関等が、電話やメール等で個人情報等を求める行政機関等が、電話やメール等で個人情報等を求める
ことはありません。被害に遭わないために、「留守番ことはありません。被害に遭わないために、「留守番
電話に設定する」「ナンバーディスプレイで相手を確電話に設定する」「ナンバーディスプレイで相手を確
認する」などし、不審な電話に出ないような対策をし認する」などし、不審な電話に出ないような対策をし
ましょう。ましょう。

不審に思ったら、警察に電話してください！不審に思ったら、警察に電話してください！

問  小川警察署 ☎74-0110 小川警察署 ☎74-0110

6月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。6月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。

66 月分月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ可燃ごみ 150,390㎏150,390㎏ -3,380㎏-3,380㎏　　

不燃ごみ不燃ごみ 14,520㎏14,520㎏ -1,870㎏-1,870㎏　　

合計合計 164,910㎏164,910㎏ -5,250㎏-5,250㎏　　

1 人 1 日あ1 人 1 日あ
たり排出量たり排出量 507507ｇｇ 77ｇｇ　　

【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 116116ｇｇ

ごみの減量化
6月分の資源回収実績（ステーション回収）をお知ら6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

66 月分月分
前年同月比 　　

増減 　　

資
源
回
収

資
源
回
収

紙 類紙 類 24,490㎏24,490㎏ 6,275㎏6,275㎏　　

衣 類衣 類 5,270㎏5,270㎏ 1,085㎏1,085㎏　　

アルミ缶アルミ缶 1,436㎏1,436㎏ 212㎏212㎏　　

資源物資源物
売却収入売却収入 331,356331,356 円 円 188,109188,109 円 円　　

※ 皆様のご協力により 6 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6月1日～6月30日）します。（令和3年6月1日～6月30日）
　1件（前年比－2件）　1件（前年比－2件）
　17件（前年比＋1件）※暫定値　17件（前年比＋1件）※暫定値

　 万引き1件　 万引き1件

新型コロナウイルスに便乗した不審電話に注意！新型コロナウイルスに便乗した不審電話に注意！

県内では、役所の職員等を装う者から、新型コロナウ県内では、役所の職員等を装う者から、新型コロナウ
イルスワクチン接種費用を要求する詐欺電話が確認さイルスワクチン接種費用を要求する詐欺電話が確認さ
れています。行政機関が実施している新型コロナワクれています。行政機関が実施している新型コロナワク
チンの接種を受ける際の費用は、「全額公費」＝無料チンの接種を受ける際の費用は、「全額公費」＝無料
です。です。  

「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の「声の広報ときがわ」は、「朗読ボランティアときがわ」の
皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ皆さんの協力を得て、音声で町広報紙を聴くことができ
ます。町ホームページ、または下記の二次元コードからます。町ホームページ、または下記の二次元コードから
アクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後にアクセスが可能です。広報を発行した日から10日前後に
町ホームページで配信します。そのほかに、町ホームページで配信します。そのほかに、
ＣＤやテープでもお渡ししておりますので、ＣＤやテープでもお渡ししておりますので、
お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。
問     総務課 自治人権担当 ☎65-0401総務課 自治人権担当 ☎65-0401

声の広報ときがわ
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