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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『日本史兄弟対決』　　　　後藤　寿一／著
『「忙しい」「できない」「間に合わない」か
ら受かる！超効率勉強法』   吉田　穂波／著
『一汁一菜でよいという提案』

土井　善晴／著
■児童書
『日本と世界の祭り』　　　　　　　 小学館
『こどもノーベル賞新聞』若林　文高／監修
『イラスト版子どものストレスマネジメント』

伊藤　絵美／著
■絵本
『まあちゃんのすてきなエプロン』

　 たかどの　ほうこ／さく
『とりかえっことりかえっこ』

 ふくだ　じゅんこ／文・絵

《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
『だれのおとしもの？』

種村　有希子／作・絵
　雪の日の朝、まほちゃんは“ゆり”と名前のつ
いた手袋を拾いました。その後もマフラーやセー
ターなど、落とし物は点々と続いていきます。
　ゆりちゃんに届けることができるかな？

□一般書　
『ファミリア創業者坂野惇子』

中野　明／著
　深窓の令嬢として育ち、商売にはまったく縁
のなかった女性が友人たちと創業した子供服
メーカーは、やがて世界にもその名をとどろか
せる大企業に…。名経営者の生涯を追う１冊です。

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

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）
１月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

10日㈫ 10：30～
阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）
大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

11日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり

13日㈮
10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）
11：00～ 青山図書室 おとなカフェ

14日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

15日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）
17日㈫ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

と　き ところ 催物（読み手）
18日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

25日㈬
10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

14：15～ 島ヶ原老人福祉センター（清流）読み聞かせ会（ネェよんで）

28日㈯ 10：00～ いがまち図書室 読み聞かせ会
（ぶらんこ）

10：30～ 上野図書館 おはなしの会
2月1日㈬ 10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
2月3日㈮ 10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）
2月4日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

　図書館の本を使う楽しみを 1～３月にかけてご紹介します。
１月は、金曜日の夕方に、毎回テーマを変えてクラシック音楽
のBGMとともに関連する本の紹介展示を行います。「なるほど」
と思えるクラシック音楽の知識を学んでみませんか。
【と　き】　いずれも午後 4時～ 6時 45分頃
○１月 13日㈮　テーマ：バッハ
○１月 20日㈮　テーマ：モーツァルト
○１月 27日㈮　テーマ：ショパン
【ところ・問い合わせ】　上野図書館

◆図書館活用術《１月》
　「なるほど ! 本と BGMで学ぶクラシック」 ◆ことばで伝えるおはなし会

　ストーリーテリングのおはなし会です。
本を持たずにお話を語ります。
　５歳から大人まで楽しめる催しです。
【と　き】
　１月８日㈰　午前 10時 30分～　
【ところ】
　上野図書館　２階視聴覚室
【語り手】　おはなしコットン
【問い合わせ】　上野図書館

　図書館の本を使う楽しみを 1～３月にかけてご紹介します。
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　ダウン症の天才書家・金澤翔子さんの母、金澤泰子
さんの講演会を開催します。
【と　き】　２月 11日（土・祝）
　午後１時 30分～３時（開場：午後１時）
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
【演　題】　「ダウン症の書家を育てた母の歩み」
【講　師】　書家　金澤　泰子さん
【定　員】　100人
【申込方法】　申込書を記入の上、郵送・ファックス・
Eメール・持参のいずれかで申し込んでください。
※申込書は、生涯学習課・本庁舎玄関受付・各支所振
　興課・各公民館・子育て支援センターにあります。
※電話では受け付けていません。
※座席に余裕がある場合、当日参加できますが託児は
　申し込めません。
【申込期間】　１月 10日㈫～ 2月 3日㈮

※ハイトピア伊賀の駐車場をご利用の場合は、講演時
　間中の駐車料金を市が負担します。ただし、台数に
　限りがあります。満車の場合は、桃青の丘幼稚園駐
　車場をご利用ください。
【申込先】　〒 518-0873　
　伊賀市上野丸之内 500番地　ハイトピア伊賀５階
　伊賀市教育委員会生涯学習課

青少年健全育成講演会
◆ 社会全体で青少年の健全な育成に取り組みましょう

【問い合わせ】生涯学習課
　☎22-9679　℻  22-9692

◆託児があります　※事前申し込み制
○対　象：６カ月～小学生
○定　員：15 人程度　※先着順
○申込方法：生涯学習課・本庁舎玄関受付・各支
所振興課・各公民館・子育て支援センターなどに
ある申込書を提出してください。
○申込期間：１月 10日㈫～ 23日㈪
○申込先：生涯学習課

　
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

　新名神高速道路甲南パーキングエリアには、忍
者が飛び出す「甲賀流からくりアート」が設置さ
れています。
　上り線では、屋敷の塀を突き破って、刀を振り
下ろす忍者が、下り線では、忍者が戦い、手裏剣
が飛び交う様子が目の前に飛び出します。
　新名神高速道路をご利用の際には、ぜひお立ち
寄りいただき、記念撮影をお楽しみください。
【問い合わせ】
　甲賀市観光企画推進室
　☎ 0748-65-0708　℻  0748-63-4087

～甲賀流からくりアートが出現～
甲南パーキングエリア

亀山市亀山市

～冬の伝統行事に触れて～
北勢名物 亀山大市

　旧東海道の通りである商店街が歩行者天国にな
り、約１kmにわたり多くの露店が軒を並べる冬
の名物行事「亀山大市」が開催されます。
　これは、旧正月用品の謝恩売り出しをしたのが
始まりとされ、100年以上続く伝統行事です。
　お化け屋敷や乗車できる子ども向けミニ SL 機
関車などのイベントや各店舗が売り出しを行い、 
毎年大勢の人でにぎわいます。
【と　き】　１月 28日㈯・29日㈰
　午前 10時～午後 4時
（一部のイベントを除く。）
【ところ】　東町、本町商店
街一帯など
【アクセス】　JR亀山駅下車
北へ徒歩約 10分
【問い合わせ】
　亀山大市実行委員会事務局
　☎ 0595-82-1331


