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図書館
　だより

▪一般書　

『一日の苦労は、その日だけで十分です』
 三浦　綾子／著

『ママのゆるコツ事典』 渡辺　のぞみ／著
『人口減少社会の未来学』 内田　樹／編
▪児童書

『虫のしわざ探偵団』 新開　孝／写真・文
『小学生の水泳最強上達 BOOK』 
 森　謙一郎／監修

『ビワイチ ! 自転車で琵琶湖一周』
 横山　充男／作
▪絵本

『おしりどろぼう』 陣崎　草子／作
『そらからふるものなんだっけ ?』  
 岩田　明子／ぶん・え

『おしっこちょっぴりもれたろう』
 ヨシタケ シンスケ／作・絵

《問い合わせ》

　上野図書館　☎ 21-6868　ＦＡＸ 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

『こわめっこしましょ』 tupera tupera ／さく
　ねえねえ「こわめっこ」しようよ！笑うと負けの「にらめっ

こ」とはちがって、「こわめっこ」は泣いたら負け。にこに
こ顔の魔女や妖怪たちが、ページをめくるとおそろしい顔で
あらわれます。みんなのいちばんこわい顔を見せて、妖怪た
ちを泣かせてみましょう。

▪一般書　

『伊能忠敬 歩いて日本地図をつくった男』

星埜　 由尚／監修
　現代のように正確な測量機器のない時代に、実際に日本中

を歩いて、はじめての科学的な日本地図をつくった伊能忠敬。
今年は、忠敬の没後 200 年にあたります。この本では、忠
敬の生涯や業績などを豊富な図版とともに紹介しています。

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）

８月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

8 日㈬
10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり

11：00～ 青山図書室 おはなしなあに？

9日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

11日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

18日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

19日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと&はあと）

20日㈪ 10：40～ 島ヶ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネェよんで）

22日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

24日㈮ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

25日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

29日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

9/2 日㈰ 10：30～ 上野図書館 ことばで伝えるおはなし会（おはなしコットン）

9/4 日㈫
10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと&はあと）

【と　き】8 月 17 日㈮

　午後６時～７時 30 分

【ところ】上野図書館　２階視聴覚室

【テーマ】文人医者・藤森亀吉

　閉館した夜の図書館を探険します。普段は、

入れない書庫に入ることもできます。スタン

プを集めたり、宝探しをしたりして楽しみま

しょう。

【と　き】8 月 24 日㈮

　午後 6 時 50 分～ 8 時 20 分

※探険終了後は、随時お帰りいただけます。

【ところ】上野図書館

【内　容】○夜のおはなし会　（30 分程度）

○スタンプラリー ○宝探し

【対象者】中学生以下（必ず保護者同伴のこと）

【定　員】先着 20 組程度

【申込受付開始日】８月８日㈬午前９時～

【申込方法】電話

【申込先・問い合わせ】

　上野図書館　☎ 21-6868

今月の「郷土の歴史夜咄会」

夜のとしょかん探険
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◦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、次にお問い合わせ
ください。救急医療情報センター コールセンター（☎ 059-229-1199）

◦伊賀市救急・

健康相談ダイヤル 24

☎ 0120-4199-22
　心と体のさまざまな相談に、24 時

間体制でお応えします。

※通話料・相談料は無料です。

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

岡波・名張

2

　名張

3

　上野

4

　名張
5

　名張

6

　岡波

7　　

　名張

8

岡波・名張

9

　名張

10

　上野

11

　上野
12

　岡波

13

　岡波

14

　上野

15

岡波・名張

16

　名張

17

　上野

18

　名張
19

　名張

20

　岡波

21

　名張

22

岡波・名張

23

　名張

24

　上野

25

　上野
26

　岡波

27

　岡波

28

　上野

29

岡波・名張

30

　名張

31

　上野

＊小児科以外の診療科
です。
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情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市秘書広報課　☎0748-69-2101 【問い合わせ】　亀山市広報秘書Ｇ　☎0595-84-5021

となりまち　いが· こうか · かめやま

甲賀市甲賀市

　甲賀忍者の里で、夏休み期間中

に忍者展を開催します。

　子どもから大人まで幅広く人気

のアニメ「忍たま乱太郎」の貴重

な原画展や手裏剣などの忍者道具

展のほか、無料で手裏剣的当て体験もできます。

　夏休みは、忍者の秘密を探りにぜひ甲賀へお越

しください。

【と　き】　8 月 26 日㈰まで　午前 10 時～午後 5 時

　※月曜日を除く。

【ところ】　あいこうか市民ホール

　（甲賀市水口町水口 5633 番地）

○観覧料／大人（中学生以上）500 円

　　　　　小人（小学生以下）200 円

※手裏剣体験は無料

【アクセス】　JR「貴生川駅」乗り換え

近江鉄道「水口城南駅」下車徒歩約１分

【問い合わせ】　甲賀市観光協会

　☎ 0748-60-2690　ＦＡＸ 0748-60-2362

忍たま乱太郎 原画・忍者道具展

～甲賀忍者の世界へ行こうの段～

亀山市亀山市

第３回サマーフォレスト

ｉｎ亀山森林公園「やまびこ」

　8 月 11 日「山の日」に、

自然豊かな亀山森林公

園「やまびこ」で森林と

木材で楽しく遊ぼう！

木を使ったペンダントや

ぶんぶんごま作り、樹名

板作り、丸太切り体験、ウッドバーニング（マウ

スパッド、スプーン）など、森林と木工に関わる

さまざまな体験が楽しめます。

　自然体験で、夏休みの思い出を作ろう。

【と　き】　8 月 11 日（土・祝）　午前 10 時～午後 2 時

　※小雨決行

【ところ】　亀山森林公園「やまびこ」

　（亀山市加太梶ヶ坂 3787 番地の 6）

【対象者】　小学生以下の子どもとその保護者

【持ち物】　飲み物、タオル、帽子、動きやすい服装

【アクセス】　名阪国道「板屋 IC」から車で約 3 分

※臨時駐車場（加太小学校）から送迎バスをご利

用ください。

【当日の問い合わせ】　☎ 090-7699-4011


