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『森から海へ』『森から海へ』
さとうひろし／作　さとうひろし／作　文芸社文芸社

『海は地球のたからもの』『海は地球のたからもの』
保坂直紀／著　ゆまに書房保坂直紀／著　ゆまに書房

『人の心に木を植える』『人の心に木を植える』
畠山重篤／著　畠山重篤／著　講談社講談社

「森は海の恋人」の合言葉をかかげ「森は海の恋人」の合言葉をかかげ
て、気仙沼の漁師たちが植林運動をて、気仙沼の漁師たちが植林運動を
始めて、今年で 30 年。その間、東始めて、今年で 30 年。その間、東
日本大震災が発生し、「千年に一度」日本大震災が発生し、「千年に一度」
と言われる大津波に襲われました。と言われる大津波に襲われました。
すべてが流され、海は死んだかに見すべてが流され、海は死んだかに見
えました。しかし、まもなくして海えました。しかし、まもなくして海
に魚たちがもどってきました。それに魚たちがもどってきました。それ
は山に木を植えつづけ、海に流れこは山に木を植えつづけ、海に流れこ
んでいる川と背景の森林の環境を整んでいる川と背景の森林の環境を整
えたゆえの成果だったのです。東日えたゆえの成果だったのです。東日
本大震災を乗り越え、赤潮にまみれ本大震災を乗り越え、赤潮にまみれ
ていた海がよみがえるまでの感動ていた海がよみがえるまでの感動
を、絵を交えて綴る 1 冊です。を、絵を交えて綴る 1 冊です。

海と気候の関係をわかりやすく紹介海と気候の関係をわかりやすく紹介
しながら、プランクトンをはじめしながら、プランクトンをはじめ
とした海の様々な生き物の役割なとした海の様々な生き物の役割な
どを、貴重な写真や図版を使ってビどを、貴重な写真や図版を使ってビ
ジュアルで解説します。そして、プジュアルで解説します。そして、プ
ラスチックや様々な物質に汚染されラスチックや様々な物質に汚染され
ている現状を提示し、海や地球を救ている現状を提示し、海や地球を救
うために、私たちはいま何をしなけうために、私たちはいま何をしなけ
ればならないのか、何ができるのかればならないのか、何ができるのか
を一緒に考えてみましょう。を一緒に考えてみましょう。
第 1 巻　「海は病気にかかっている」第 1 巻　「海は病気にかかっている」
第 2 巻　「海はどうして大事なの？」第 2 巻　「海はどうして大事なの？」
第 3 巻　「海の生き物の役割」第 3 巻　「海の生き物の役割」

「葉っぱや木の実でなにができるか「葉っぱや木の実でなにができるか
な ?」春夏秋冬の山で見つけた、さな ?」春夏秋冬の山で見つけた、さ
まざまな色・形のはっぱや木の実をまざまな色・形のはっぱや木の実を
使って作られた、動物・魚などの生使って作られた、動物・魚などの生
きものたちが伝えるのは、「森と海きものたちが伝えるのは、「森と海
はつながっていること」。森の栄養はつながっていること」。森の栄養
は雨によって川を通って海に運ばは雨によって川を通って海に運ば
れ、海でそだった魚が川へ帰ってくれ、海でそだった魚が川へ帰ってく
ることもあります。自然のもので、ることもあります。自然のもので、
自然の生きものを作り、すべての生自然の生きものを作り、すべての生
態系はつながっているというメッ態系はつながっているというメッ
セージを送る絵本です。セージを送る絵本です。

―  山、川、海のつながりを考える  ―
山、森の葉っぱが川を流れ、海の栄養になり、海の生き物を育んでいます。山、森の葉っぱが川を流れ、海の栄養になり、海の生き物を育んでいます。

一方、里や街から流出したプラスチックや排水が海の汚染を引き起こし、魚や海藻が食べられなくなってしまう一方、里や街から流出したプラスチックや排水が海の汚染を引き起こし、魚や海藻が食べられなくなってしまう
可能性があります。大切な海を守るためには、山や川の役割は大変大きいです。可能性があります。大切な海を守るためには、山や川の役割は大変大きいです。

今月は、海にとって山や川はどんな役割を担っているのか、また、海の役割や仕組みについての本を紹介します。今月は、海にとって山や川はどんな役割を担っているのか、また、海の役割や仕組みについての本を紹介します。
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９　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 ～～ 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
世界の不思議断面図鑑世界の不思議断面図鑑
スティーブン・ビースティー（あすなろ書房）スティーブン・ビースティー（あすなろ書房）

アイスクリームが教えてくれるアイスクリームが教えてくれる
大野裕（日経サイエンス社）大野裕（日経サイエンス社）

カメの甲羅はあばら骨カメの甲羅はあばら骨
川崎悟司（SB クリエイティブ）川崎悟司（SB クリエイティブ）

お一人さま逃亡温泉お一人さま逃亡温泉
加藤亜由子（みらいパブリッシング）加藤亜由子（みらいパブリッシング）

先生、感想文、書けません！先生、感想文、書けません！
山本悦子（童心社）山本悦子（童心社）

スマホで防災スマホで防災
宮下由多加（ジャムハウス）宮下由多加（ジャムハウス）

せんろをまもる！ ドクターイエローせんろをまもる！ ドクターイエロー
鎌田歩（小学館）鎌田歩（小学館）

仮面仮面
伊岡瞬（KADOKAWA）伊岡瞬（KADOKAWA）

いたいときのおまじないいたいときのおまじない
角野栄子（小学館）角野栄子（小学館）

琥珀の夏琥珀の夏
辻村深月（文藝春秋）辻村深月（文藝春秋）

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！ ～

9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

◆◆都幾川公民館１階視聴覚室　都幾川公民館１階視聴覚室　
 9月11日㈯ 14時30分～15時30分 9月11日㈯ 14時30分～15時30分

＊ 紙芝居「すずめのうんどうぼうしつくります」 紙芝居「すずめのうんどうぼうしつくります」
＊ 絵本「十五夜さま」 絵本「十五夜さま」
＊ 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）  休館日のためお休みです。 休館日のためお休みです。
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）   9月21日㈫ 10時～9月21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））     9月25日㈯ 14時～ 9月25日㈯ 14時～

（I）いつでも「安全確認」（I）いつでも「安全確認」
どんなに急いでいても、横断を始めるときは常に左右どんなに急いでいても、横断を始めるときは常に左右
等の安全確認等の安全確認
（G）じーっくり「車の動きに注意」（G）じーっくり「車の動きに注意」
車が止まってもバイクや自転車がすり抜けてくること車が止まってもバイクや自転車がすり抜けてくること
もありますもあります
（N）にっこり「会釈でありがとう」（N）にっこり「会釈でありがとう」
歩行者もドライバーも、お互いに思いやりをもって感歩行者もドライバーも、お互いに思いやりをもって感
謝の気持ち謝の気持ち
※夜間の歩行はカバンや靴などに反射材を付け、相手※夜間の歩行はカバンや靴などに反射材を付け、相手
に自分の存在を知らせましょう。に自分の存在を知らせましょう。

「自分の命は自分で守る」という意識が大切！「自分の命は自分で守る」という意識が大切！

問  小川警察署 ☎74-0110 小川警察署 ☎74-0110

7月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。7月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。

77 月分月分
前年同月比　

増減　
可燃ごみ可燃ごみ 147,180㎏147,180㎏ -6,780㎏-6,780㎏　　

不燃ごみ不燃ごみ 13,520㎏13,520㎏ 790㎏790㎏　　

合計合計 160,700㎏160,700㎏ -5,990㎏-5,990㎏　　

1 人 1 日あ1 人 1 日あ
たり排出量たり排出量 478478ｇｇ -12-12ｇｇ　　

【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 8787ｇｇ

ごみの減量化
7月分の資源回収実績（ステーション回収）をお知ら7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

77 月分月分
前年同月比 　　

増減 　　

資
源
回
収

資
源
回
収

紙 類紙 類 17,760㎏17,760㎏ -4,055㎏-4,055㎏　　

衣 類衣 類 2,900㎏2,900㎏ -855㎏-855㎏　　

アルミ缶アルミ缶 2,007㎏2,007㎏ 595㎏595㎏　　

資源物資源物
売却収入売却収入 388,096388,096 円 円 202,973202,973 円 円　　

※ 皆様のご協力により 7 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7月1日～7月31日）します。（令和3年7月1日～7月31日）
　1件（前年比－3件）　1件（前年比－3件）
　18件（前年比－2件）※暫定値　18件（前年比－2件）※暫定値

　 暴行1件　 暴行1件

安全に道路を横断するために！安全に道路を横断するために！
令和2年の県内における歩行者死亡者数は45人で、半令和2年の県内における歩行者死亡者数は45人で、半
数以上（29人）は道路横断中でした。道路横断中の数以上（29人）は道路横断中でした。道路横断中の
交通事故を防止するため、安全に道路を横断するため交通事故を防止するため、安全に道路を横断するため
の4つのポイントは、ハンドサイン（SIGN）の頭文の4つのポイントは、ハンドサイン（SIGN）の頭文
字です。字です。
（S）しっかり「横断意思表示」（S）しっかり「横断意思表示」
横断歩道を渡るときは手をあげる、ドライバーに顔を横断歩道を渡るときは手をあげる、ドライバーに顔を
向ける向ける  
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