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図書館
　だより

▪一般書　

『七〇歳年下の君たちへ』 五木　寛之／著

『抹茶 BOOK』 主婦の友社／編

『絵でわかる生物多様性』

 鷲谷　いづみ／著、後藤　章／絵

▪児童書

『秘密基地のつくりかた教えます』

 那須　正幹／作、黒須　高嶺／絵

『小平奈緒　栄光と友情 』 甲斐　毅彦／編

『人工知能と友だちになれる ?』 新井　紀子／監修

▪絵本

『まほうつかい』 いしかわ　こうじ／作 ・絵

『どっせい ! ねこまたずもう』 石黒　亜矢子／作・絵

『せかいいちのいちご』

 林　木林／作、庄野　ナホコ／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

『行ったり来たり大通り』 五味　太郎／作

　この絵本には、特にストーリーはありません。ま

ちの大通りを舞台に、工事現場で働く人、はぐれた

子どもや奥さんを探す人、いろいろなお店で働く人

たちが描かれています。登場する人たちのつぶやき

を読みながら、ページを行ったり来たりして楽しみ

ましょう。

▪一般書　

『奇岩の世界』 山田　英春／編

　砂漠に生えた樹木やきのこのような岩、人の顔や

動物の姿に見える岩、重力に逆らうかのような驚異

のバランスを保つ岩など、世界中から集めた不思議

な形の岩を紹介しています。長い年月をかけて作ら

れた、迫力ある風景を楽しめる一冊です。

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）

10 月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

9 日㈫
10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと&はあと）

10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

10日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり

11日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

13日㈯
10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

10：30～ 上野図書館 おはなしの会

19日㈮ 10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

20日㈯ 10：00～ いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）

21日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと&はあと）

22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）

24日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

26日㈮ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

30日㈫ 15：00～ 青山図書室 おはなしなあに？

11月 6日㈫
10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと&はあと）

10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

10 月 16 日㈫～ 21 日㈰　※月曜定休

特別図書整理のため休館

◆休館中は図書返却ポストをご利用ください。

　日本語や外国語で、絵本などの読み聞か

せを行います。

【と　き】　10 月 27 日㈯

　午前 10 時 30 分～

【ところ】　上野図書館　２階視聴覚室

【問い合わせ】　上野図書館

　本を貸りる時には必ず伊賀市図書利用

カードをお持ちください。

　カードをお忘れの場合、貸出はできません。

（阿山・大山田・青山図書室の旧カードも

共通して使えます。）

● 10 月は「郷土の歴史夜咄会」はお休み

します。

上野図書館休館のお知らせ

いろんなコトバでえほんを楽しもう

図書利用カードについて
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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。

10 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

日 月 火 水 木 金 土
1

　岡波

2　　

　名張

3

岡波・名張

4

　名張

5

　上野

6

　名張
7

　名張

8

　岡波

9　　

　上野

10

岡波・名張

11

　名張

12

　上野

13

　上野
14

　岡波

15

　岡波

16

　名張

17

岡波・名張

18

　名張

19

　上野

20

　名張
21

　名張

22

　岡波

23

　上野

24

岡波・名張

25

　名張

26

　上野

27

　上野
28

　岡波

29

　岡波

30

　名張

31

岡波・名張
＊小児科以外の診療科
です。
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　 情報交流ひろば

笠置町笠置町

　笠置町では名物料理

である「きじ鍋」に着

目し、全国からご当地

鍋を集めて全国ご当地

鍋フェスタを開催し、

食文化の交流を図って

います。

　昨年は町の人口の 10 倍以上にあたる１万５千

人を集客した人気イベントで、今年も多くの人に

楽しんでいただけるように準備を進めています。

【と　き】　12 月 2 日㈰

　午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分

【ところ】　わかさぎ温泉笠置いこいの館　ほか

【アクセス】○ JR「笠置駅」から徒歩約５分

○名阪国道「大内 IC」から国道 163 号線を京都

方面へ車で約 30 分

【問い合わせ】　笠置町四季彩祭実行委員会

　☎ 0743-95-2301

　笠置町商工会　☎ 0743-95-2159

　（一社）観光笠置　☎ 0743-95-2011

第９回全国ご当地鍋フェスタ「鍋－１グランプリ」

～あなたの１票でご当地鍋の頂点が決まる～

南山城村南山城村

2018 むら活き生きまつり

～産品づくりびと大集合～

　毎年 11 月 23 日に行

われるむら活き生きまつ

りも今年で 30 回目。

　お茶・椎茸・野菜など

の新鮮な自慢の特産品や

加工品、手芸品などがた

くさん並び、人気の高山ダムツアーなど京都府唯

一の村の魅力が詰まった村の一大イベントです。

　ステージイベントやテントブースでのイベント

など、世代を問わず楽しんでいただけます。

【と　き】　11 月 23 日（金・祝）

　午前 10 時～午後３時

【ところ】　南山城村総合グラウンド

【アクセス】　○ JR 関西本線「月ヶ瀬口駅」から

　送迎バスで約 10 分

○名阪国道「五月橋 IC」から約 20 分

○国道 163 号線今山交差点（月ヶ瀬口駅前）から

約 10 分

【問い合わせ】　南山城村役場産業生活課

　☎ 0743-93-0105

※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。

水と歴史でつながる 伊賀・山城南


