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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『明治・大正・昭和のレシピで食道樂』　　　　  　　　

小野　員裕／著
『体にいいシニアのためのおそうざい』

　小田　真規子／著
『日本の海賊写真紀行』　 清永　安雄／撮影
■児童書
『わらうプランクトン』　ひらい　あきお／著
『あまねく神竜住まう国』　 荻原　規子／作
■絵本
『エステバンとカブトムシ』
　 ホルヘ・ルハン／文　キアラ・カッレル／絵
『りゆうがあります』

  ヨシタケ　シンスケ／作・絵
『てんつくサーカス』 
こうだ　てつひろ／さく　田中　六大／え

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

□絵本
『じゅんびはいいかい』　  荒井　良二／作
　「そろそろ　じゅんびは　いいかい？」
新しい１日や、新しい季節。はじまりの喜びを、
鮮やかな色彩でいっぱいに描いた絵本です。

□一般書　
『漂流郵便局　届け先のわからない手紙、
預かります』　　　　　  久保田　沙耶／著
　粟島にある漂流郵便局は、届け先のない手紙
を受け付けるアート作品。愛用の私物へ、未来
の自分へ、もう会えないあの人へ…。心を揺さ
ぶる 69通の手紙を収録しています。

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

　温かい「灯り」と星のきらめきに照らされた夜の図
書館でのひとときをお楽しみください。
※当日は入館自由。本の貸し出しはできません。
【と　き】５月 22日㈮　午後３時～８時 30分
【ところ】上野図書館
①「星灯りのおはなし会」※ひみつ基地席は要予約
•１回目：午後５時20分～ •２回目：午後６時20分～
　読み手：おはなしボランティアグループ「よもよも」
≪内　容≫　普段は入ることのできない貸出カウン
ターの中のひみつ基地で行う絵本の読み聞かせ
★カウンターの外側からは、自由に見ることができます。
≪定　員≫　各回 20人（子ども優先）　　　
②「朗読のゆうべ」　午後７時～　※要予約　
≪内　容≫　FMラジオ局のアナウンサー野上峰さん・

田口知恵子さんによる朗読会、「銀河鉄道の夜」
≪定　員≫　50人
③ナイトリーデング　「灯り」のもとでの読書や、図
書館員おすすめ本の展示・ミニプラネタリウム、子ど
もたちには「おりがみ人工衛星づくり」など
④星灯りカフェ（有料）　キッチンカー「オニバーカ
フェ」（飲み物）と「オルオルカフェ」（スイーツ）が、
図書館の庭（ピロティー）にやってきます。
【申込方法】　電話　　【申込先】　上野図書館
【申込開始日】　５月６日（水・振替）　午前９時～
※月曜日、５月 16日㈯・17日㈰を除く。

◆「ナイトライブラリー ～星灯りのもとで～」

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
５月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
７日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）
９日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
12 日㈫ 11：00～ 大山田図書室 赤ちゃんたいむ・ミニおはなし会
13日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり
17日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
19 日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）

と　き ところ 催物（読み手）
23 日㈯ 10：00～ いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
26日㈫ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？（マンマミーダ）
6月2日㈫ 11：00～ 大山田図書室 赤ちゃんたいむ・ミニおはなし会

6月３日㈬
10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

10：30～ 青山子育て支援センター おはなしなあに？（だっこ）

◆上野図書館休館のお知らせ
　５月 11日㈪～ 25日㈪　特別図書整理のため休館
※休館中の図書の返却は、駐車場側のブックポスト
　をご利用ください。
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情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-65-0675 【問い合わせ】　亀山市広報秘書室　☎0595-84-5021

となりまち　いが· こうか · かめやまとなりまち　い
甲賀市甲賀市

　第８回となる恒例の甲賀
流忍者検定。今年も忍者鍋

と黒影ごはんを用意して、皆さんを応援します。
※記念講演「影の戦士たち」も併せて開催
　講師：滋賀県埋蔵文化財センター　阿刀　浩史さん
【と　き】　６月 14日㈰
　午前 10時～（受付：午前９時～）
【ところ】　忍の里プララ（甲賀市甲南町竜法師 600）
【アクセス】　新名神高速道路「甲南 IC」から約５分
【受験区分】　初級・中級・上級　※初級検定は、
忍者コスプレと手裏剣投げで加点あり
【受験料】　各区分 2,000 円（昼食付）
【申込方法】　甲賀市観光協会のホームページ、
ファックス、または郵送でお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】　甲賀市観光協会
　〒 520-3328　甲賀市甲南町野田 810番地
　☎ 0748-60-2690　℻  0748-60-2362
　http://www.koka-kanko.org/

めざせ甲賀流免許皆伝
～第８回甲賀流忍者検定～

亀山市亀山市

東海道関宿 東追分一の鳥居
～お木曳

ひ

き～

　国の重要伝統的建造物群保
存地区に選定されている関宿

の東端の東追分は、東海道と伊勢別街道の分岐点
です。大きな鳥居や常夜灯などが建っており、か
つては東海道を行き交う旅人が、ここから伊勢
神宮を遙

ようはい
拝したといわれています。この鳥居は、

20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮の度に内宮宇
治橋東詰の鳥居の旧材を用いて建て替えられてい
ます。５月 30日㈯には、関宿の西追分から東追
分までの約 1.8kmにかけて、新しい鳥居の用材
を曳く伝統行事「お木曳き」が盛大に行われます。
【と　き】　５月 30日㈯
　午前９時 30分～正午（予定）（予備日 31日㈰）
【ところ】　関宿一円
【アクセス】　JR関駅下車徒歩 10分
【問い合わせ】　東海道関宿東追分鳥居お木曳き実
行委員会事務局（亀山市市民文化部関支所観光振
興室）　☎ 0595-96-1215

◉伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】　一般診療・小児科
【所在地】　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
【診療時間】　月～土曜日：午後８時～ 11時
　日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11時
※受付は、診療終了時刻の 30分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日および祝日診療を行っている医療機関については、
　三重県救急医療情報センター（☎ 24-1199）へお問い合わせください。

◉伊賀市救急相談ダイヤル 24
☎ 0120-4199-22

（フリーダイヤル）
　医師・看護師などが 24時間年中
無休体制で、救急医療や応急処置な
どに関する相談に応じます。（通話
料・相談料：無料）

５月の二次救急実施病院

＊小児科以外の診療科です。

≪実施時間帯≫　平日：午後 5時～翌日午前 8時 45分
土・日・祝日：午前 8時 45分～翌日午前 8時 45分
≪実施時間帯（岡波総合病院）≫
月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５時～翌日
午前８時45分　日曜日：午前９時～翌日午前８時45分
※月・水曜日が祝日の場合、午前９時～翌日午前８時45分
救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡
が必要です。
　【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　【岡波総合病院（☎ 21-3135）】

◉各病院の受け入れ体制

※重症者が重なり、診察できない場合があります。また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。

日 月 火 水 木 金 土
１
　上野

2
　名張

3
　名張

4
　岡波

5
　名張

6
岡波・名張

7
　名張

8
　上野

9
　上野

10
　岡波

11
　岡波

12　
　上野

13
岡波・名張

14
　名張

15
　上野

16
　名張

17
　名張

18
　岡波

19
　名張

20
岡波・名張

21
　名張

22
　上野

23
　上野

24
　岡波

25
　岡波

26
　上野

27
岡波・名張

28
　名張

29
　上野

30
　上野

31
　名張

＊小児科以外の
診療科です。


