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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『あたらしい離島旅行』　セソコ　マサユキ／著
『実家スッキリ化』　　　　　 堀川　波／著
『昆虫の擬態』　　　　　　 海野　和男／著
■児童書
『とびばこバーン』

升井　純子／作、おくはら　ゆめ／絵
『なぜなに日本語』　　　　 関根　健一／著
『天井からジネズミ』

佐伯　元子／文、あべ　弘士／絵
■絵本
『あーといってよあー』
　小野寺　悦子／ぶん、堀川　理万子／え
『おちゃわんかぞく』

  林　木林／文、いぬんこ／絵
『にちようびの森』   はた こうしろう／さく

《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
『うれしいやくそく』
くすのき　しげのり／作、いしい　つとむ／絵
　キツネくんは足をけがして、楽しみにしてい
た遠足に行けなくなってしまいました。わくわ
く山でとびきり楽しい時間を過ごしたみんな
が、帰り道に向かった先は？友だちの思いやり
ややさしい気持ちがうれしいおはなしです。

□一般書　
『分解してみました』

トッド・マクレラン／著
　シャープペンシルのような小さなものから、カ
メラ、時計、ピアノや軽飛行機まで、50 種類
の製品を分解し、すべての部品を並べて撮影し
たユニークな写真集。ひとつの製品にどれだけ
多くの部品が使われているのか実感できます。

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

　小さいお子さん連れの人にも
図書室を気兼ねなく利用してい
ただける時間です。利用の手
続きなど赤ちゃんがいるので
ちょっと…と思われる場合もス

タッフがサポートします。安心してご利用ください。
【と　き】　毎月第１火曜日　午前 10時 30分～正午
※祝日の場合は第２火曜日
※午前 11時頃から、ミニおはなし会も行います。
【問い合わせ】　大山田図書室

　８月の１カ月間、15 日㈯・25 日㈫以外を全て開
館します。なお、月曜日は特別開館のため、開館時間
は午前 10時です。
【問い合わせ】　青山図書室

◆大山田図書室で
「あかちゃんたいむ」始めました

◆ 8月の特別開館《青山図書室》

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）
８月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
５日㈬ 10：30～ 青山子育て支援センター 青山子育ておはなし会（だっこ）

６日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

８日㈯ 10：30～
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
上野図書館 おはなしの会

12日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり
16日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

17 日㈪ 10：00～ 島ヶ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネェよんで）

と　き ところ 催物（読み手）
18 日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）
19 日㈬ 15：00～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）
22日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会＊

26 日㈬ 10：30～
上野図書館 おひざでだっこのおはなし会
青山図書室 おはなしなあに？

9月1日㈫ 11：00～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

9月2日㈬ 10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

　夏休み特別企画　《上野図書館》
「いろんなコトバでえほんを楽しもう」　
　８月 22日㈯のおはなしの会 は、日本語や外国語
で絵本や紙芝居の読み聞かせをします。どなたでも
参加できますのでぜひお越しください。
【問い合わせ】　上野図書館
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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

　甲賀町油日岳のふもと、高間みずべ公園の水の
滑り台「なめらだき」は子どもたちに大人気。夏
休みには多くの子どもたちが水遊びにやってきま
す。また、公園には、芝生広場やキャンプサイト
などが整備されており、キャンプやバーベキュー
を楽しめます。
※キャンプサイトは事前にお申し込みください。
【開園日】　４月１日～ 11月 30日までの終日
※休園：12月１日～３月 31日
【ところ】　甲賀市甲賀町油日 2216番地
【アクセス】　新名神甲賀土
山 ICから約20分、名阪国道
上柘植 ICから約 15分
【申込先・問い合わせ】
　甲賀市役所建設管理課公
園緑地係
　☎ 0748-65-0720　　
　℻  0748-63-4601

大人気のウォータースライダー
～高

たか

間
ま

みずべ公園～

亀山市亀山市

かがり火のゆらめく幽玄の世界
～亀山薪能～

　亀山薪能は、旧亀山城多門櫓を
背景に行われ、「亀山」の個性を醸
し出す文化行事として親しまれ、
今回は市制施行 10周年記念事業と

して開催されます。演目「高
たか
砂
さご
」と「土

つち
蜘
ぐ
蛛
も
」は、

どちらも雄大なスケールと華やかさを持ってお
り、初心者でも楽しく見ることができる能の一つ
です。ぜひ、お越しください。
【と　き】　８月 29日㈯　開演：午後６時～８時
15分終了予定　（開場：午後５時）
【ところ】　亀山薪能特設会場　亀山西小学校　グ
ラウンド（亀山市本丸町 585）※雨天の場合は、
亀山市文化会館大ホール（亀山市東御幸町 63）
【演　目】　半能「高砂」、狂言「附

ぶ
子
す
」、能「土蜘蛛」

【アクセス】　JR 亀山駅から徒歩 15 分、名阪国
道「亀山 IC」から車で約 10分
【問い合わせ】　亀山市市民文化部文化振興局文化
スポーツ室　☎ 0595-84-5079

◉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）

８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
　名張

２
　名張

３
　岡波

４
　名張

５
岡波・名張

６
　名張

７
　上野

８
　上野

９
　岡波

10
　岡波

11　
　上野

12
岡波・名張

13
　名張

14
　上野

15
　名張

16
　名張

17
　岡波

18
　名張

19
岡波・名張

20
　名張

21
　上野

22
　上野

23
　岡波

24
　岡波

25
　上野

26
岡波・名張

27
　名張

28
　上野

29
　上野

30
　名張

31
　岡波

＊小児科以外の
診療科です。


