
図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『黒田官兵衛 小説集』　　   末国　善己／編
『女子栄養大学の最高の朝ごはん』　

香川　芳子／著
『図説世界史を変えた50の機械』

エリック・シャリーン／著
■児童書
『まんがで読む百人一首』　吉海　直人／監修
『おみやげ・名産品大図鑑』   ＰＨＰ研究所／編
『しょうぶだしょうぶ！ 先生 vs ぼく』

野村 一秋／作、ささき みお／絵
■絵本
『いちごさんがね…』　とよた　かずひこ／さく・え
『おさわがせフンガくん』　国松　エリカ／作
『あいうえおいしいレストラン』
　川北　亮司／作、たごもり のりこ／絵

【内　容】　児童書の読み聞かせ
【と　き】　12月 25日㈬　午前 10時～正午
【ところ】　大山田公民館　【対象者】　小学生以上
【定　員】　20人程度　 　【申込方法】　電話
【問い合わせ】　大山田公民館　☎ 46-0130

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

　図書利用カードを持っている人は、パスワードを
登録すると、図書館のホームページで、貸し出し中
の資料の予約や、ご自身の貸し出し状況・予約状況
の確認、借りている図書の延長手続きができます。
★仮パスワードの発行をお申し込みください
　カードを持っている人には、図書館（室）の窓口
で仮パスワードを発行します。（カードを持って
いない人は、まずは窓口で利用者登録をしてくだ
さい。）
★配送サービスを拡大しました
　貸し出し中の資料を予約するときに受取場所を
指定すると、市内のどの図書館（室）でも予約資料
を受け取ることができます。また、窓口で申し込
むと、ほかの図書館（室）が所蔵している資料を取
り寄せることもできます。また、市内の図書館（室）
のどの窓口・返却ポストでも、貸し出し資料を返
却できるようになりました。
※CD付きの本・紙芝居・大型絵本・市外の図書
　館から借り受けた図書など、返却ポストを利用
　できない資料があります。

□児童書
『かぜフーホッホ』

三宮　麻由子／ぶん、斉藤　俊行／え
　風で本がめくれる音はパフッパフパフ、シー
ツがたなびく音はブオッファ、ブオッファ。風
がたてる音に耳をすませる女の子を主人公に、
風の音をさまざまな言葉で表現しています。

□一般書　
『片づかない！どうする我が家、親の家』
　　　　　　　　  杉之原　富士子／著

　子どもの自立、転職や退職、実家の相続など、
さまざまな理由で生活スタイルが変化する中高
年世代に向けて、安全に暮らせる工夫と、効率
の良い収納術を紹介しています。

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）

12 月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
11 日㈬ 10：30～ いがまち公民館 ミニサロンひまわり
14日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会（いがぐり・司書）
15 日㈰ 10：30～ 阿山公民館 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
17 日㈫ 10：30～ 阿山公民館 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
18 日㈬ 15：00～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

21 日㈯
10：30～ 上野図書館 おはなしの会（いがぐり・司書）
10：00～ いがまち公民館 読み聞かせ会（ぶらんこ）
10：30～ 大山田公民館 おはなしたいむ（きらきら）

25 日㈬
10：30～ 青山公民館 おはなしなあに？
11：00～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

1月8日㈬
10：00～

いがまち公民館
絵本の時間（お話の国のアリス）

10：30～ ミニサロンひまわり

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ
おはなしくらぶ（冬休み子ども教室） インターネットを利用したサービスが

始まりました
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― 12 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・年末：午前8時45分～翌日午前8時 45分

日 月 火 水 木 金 土

１
　名張

２
　岡波

３
　名張

４
岡波・名張

５
　名張

６
　上野

７
　上野

８
　岡波

９
　岡波

10
　上野

11
岡波・名張

12
　名張

13
　上野

14
　名張

15
　名張

16
　岡波

17
　名張

18
岡波・名張

19
　名張

20
　上野

21
　上野

22
　岡波

23
　岡波

24
　上野

25
岡波・名張

26
　名張

27
　上野

28
　上野

29
　名張

30
　岡波

31
　名張

≪各病院の受け入れ体制≫
　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）】
　≪実施時間（岡波総合病院のみ）≫
　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・年末の場合、午前９時～翌日午前８時45分

≪伊賀市応急診療所（一次救急）≫
【所在地】　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
【診療科目】　一般診療・小児科
【診療時間】　
　月～土曜日：午後８時～ 11時
　日曜日・祝日・年末：
　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、
　救急医療情報センター（☎24-1199）へお問い合わせください。

※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。

　
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
甲賀市甲賀市

　鈴鹿の嶺の麓にあ
る秘湯「かもしか温
泉」。国民宿舎として
長年親しまれてきた
この温泉は、今夏「大
河原温泉」としてリ

ニューアルオープンしました。
　冬の澄んだ空気の中、温かいお湯と鈴鹿山脈の
大パノラマ、そして地域の恵みをふんだんに活か
したおいしい料理で皆さんをお迎えします。豊富
な自然に囲まれた大河原温泉でくつろぎのひととき
をおすごしください。
【ところ】　甲賀市土山町大河原 1104
※温泉利用：大人 500円（65歳以上は 400円）
　午前11時～午後10時（受付：午後９時まで）
【アクセス】　新名神高速道路　甲賀土山ICから約20分
【予約・問い合わせ】　かもしか荘　
　☎ 0748-69-0344　℻  0748-69-0370

鈴鹿の大自然に育まれた秘湯
～甲賀の奥座敷大河原温泉かもしか荘～

亀山市亀山市

名物“ぼたん鍋”で体の芯までほっこり
～国民宿舎「関ロッジ」～

　鈴鹿国定公園の観音山中腹に位置し、東海道
47番目の宿場町「関宿」からも近い、国民宿舎
「関ロッジ」。食堂などを改修し、７月にリニュー
アルオープンしました。
　寒い季節になると、食べたくなるのはやっぱり
鍋料理。猪肉を使った名物「ぼたん鍋」や松阪牛
のしゃぶしゃぶ会席・牛すき会席などで、体の芯
まで温まります。また、麦飯石を利用した弱アル
カリのミネラル風呂で、心も体もリフレッシュ！
四季折々の自然に包まれた、国民宿舎「関ロッジ」
へぜひお越しください。
【宿泊料金】　１泊２食付 6,720 円～
【アクセス】　JR 関駅下車徒歩約 20 分（亀山市
関町新所 1574-1）
【予約・問い合わせ】
　国民宿舎「関ロッジ」
　☎ 0595-96-0029
　受付：午前8時～午後10時


