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図書館
　だより

▪一般書　

『ほんのきもち』 朝吹　真理子（ほか）／著

『人とどうぶつの血液型』 近江　俊徳／編著

『腸からあたたまるたなかれいこ的料理のきほん』

 たなか　れいこ／著

▪児童書

『絵でわかるなぜなぜ会話ルールブック』

 藤野　博（ほか）／著

『こども故事成語』 齋藤　孝／著、丸山　誠司／絵

『あさって町のフミオくん』

 昼田　弥子／作、高畠 那生／絵

▪絵本

『虫にんじゃ』 大塚　健太／作 、マスリラ／絵

『ぺちゃんこねこ』

 ハーウィン・オラム／ぶん、グウェン・ミルワード／え

『くだものぱくっ』 彦坂　有紀・もりと いずみ／作

《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

『オオイシさん』 北村　直子／作

　大きな石のオオイシさんは働き者で、街のみんな

からひっぱりだこ。工事の手伝い、子どもたちの遊

び相手…。そんなオオイシさんがなんと、スカウト

されて映画に出ることに！

▪一般書　

『世界の美しい公園』

 パイインターナショナル／編著

　王立公園、国立公園、歴史公園…世界各国の個性

豊かで美しい公園 87 カ所の絶景・奇景を美しい写

真で紹介するビジュアルブック。

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）

11 月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

9 日㈮ 10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）

10 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）

12日㈪ 14：30～ 島ヶ原老人福祉センター清流 読み聞かせ会（ネェよんで）

14日㈬ 14：30～ 青山図書室 おとなカフェ

16日㈮ 10：30～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

18日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと&はあと）

20日㈫ 11：00～ 青山図書室 おはなしなあに？

21日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

24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

28日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

12月 4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

5日㈬ 10：30～ 青山子育て支援センター あかちゃんこんにちは（だっこ）

【と　き】

　11 月 10 日㈯　午前 10 時 30 分～

【ところ】　大山田図書室

【内　容】　ぬいぐるみと一緒に読み聞かせ

を楽しみます。

　おはなしを聞いた後、ぬいぐるみは図書

室にお泊まりします。ぬいぐるみたちが夜

の図書室で何をして過ごしたか、写真に

撮ってお知らせします。お迎えは、11 月

17 日㈯・18 日㈰に来てください。

※おはなし会は、ぬいぐるみと一緒でなく

ても参加できます。

【持ち物】　お気に入りのぬいぐるみ１体

【問い合わせ】　大山田図書室

ぬいぐるみとおはなし会＆おとまり会

【と　き】11 月 16 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】アララギの歌人・菊山當年男

【問い合わせ】上野図書館

今月の「郷土の歴史夜咄会」



27 広報いが市 2018 年（平成 30 年） 11 月１日号

◦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。

11 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

　名張

2

　上野

3

　名張
4

　名張

5

　岡波

6　　

　名張

7

岡波・名張

8

　名張

9

　上野

10

　上野
11

　岡波

12

　岡波

13

　上野

14

岡波・名張

15

　名張

16

　上野

17

　名張
18

　名張

19

　岡波

20

　名張

21

岡波・名張

22

　名張

23

　上野

24

　上野
25

　岡波

26

　岡波

27

　上野

28

岡波・名張

29

　名張

30

　上野

＊小児科以外の診療科です。
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※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

　忍者をテーマとしたさまざ

まな企画が集まる祭りを開催

します。

　にんにんフードが集まる模

擬店や忍者ショー、水口岡山

城バルーンなど、子どもから

大人まで楽しめます。甲賀忍

者が皆さんのお越しをお待ちしています。

【と　き】　11 月 11 日㈰

　午前 10 時～午後 4 時　※小雨決行・荒天中止

【ところ】　鹿深夢の森公園　

　（甲賀市甲賀町大久保 507 番地 2）

【アクセス】　○新名神高速道路「甲賀土山 IC・

甲南 IC」から車で約 20 分

○名阪国道「上柘植 IC」から車で約 20 分

○ JR「甲賀駅」から徒歩約 15 分

【問い合わせ】　甲賀市商工会青年部

忍者大祭実行委員会

　☎ 0748-62-1676　ＦＡＸ 0748-63-1052

甲賀流忍者大祭2018

～甲賀市に隠れし忍者が結集す～

亀山市亀山市

亀山市歴史博物館第31回企画展

～明治150年「幕末明治　そのときの亀山」～

　幕末から現在の亀山市の原型ともな

る明治４（1871）年を軸に、江戸幕

府や明治政府による政治・経済・宗教・

教育などの政策が、この地方でどのような影響を

与えたのか、「そのときの亀山」の姿を展示します。

【と　き】　12 月 9 日㈰まで

　午前９時～午後５時（休館日：毎週火曜日）

【ところ】　亀山市歴史博物館企画展示室

　（亀山市若山町７番 30 号）

【アクセス】　○ JR 亀山駅から徒歩約 20 分

　○名阪国道「亀山 IC」から車で約 10 分

【企画展観覧料】　無料

※常設展示の観覧には観覧料が別途必要です。

【問い合わせ】　亀山市歴史博物館

　☎ 0595-83-3000

▲板書き三行教則 「亀山藩」印影▲


