図書館
だより

《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

今月の新着図書
一般書
『ほめる力
「楽しく生きる人」
はここがちがう』
齋藤 孝／著
「 ほめる力 を身につければ、人間関係が円
滑になる」という考えのもと、ほめ方の基本、

上大岡

トメ／著

児童書
『まんが徳川十五代将軍ものがたり』

ほめる力の鍛え方、高度なほめテクニックなど
を紹介しています。

絵本
『おかあさん、すごい！』
スギヤマ

一般書
『アタマとカラダが冴える！東大おやつ教室』
東大料理愛好会／著
『上大岡トメの常識のアナをふさげ !!』

多田

カナヨ／著

料理上手なおかあさんも昔は料理が苦手でし
た。今はいろんなことを知っているけど、昔は
知らないことばかり。子どもといっしょに成長
するおかあさんの姿を描いた絵本です。

統一 ／監修

『図書館のトリセツ』
福本 友美子・江口 絵理／著
『ドキドキめいろのくに』深見 春夫／作・絵
絵本
せな けいこ／作・絵
『はーくしょい』
『まだだよ まだだよ』
村上 しいこ／文、市居 みか／絵

図書館（室）からのお知らせ
「布の絵本」が完成しました
「布の絵本」とは、ひも・ボタンなどを使い、遊び
の中で「はずす」「はめ
る」などの作動学習を

行う働きを兼ね備えた
本です。
上野図書館で開催し
た「 布 の 絵 本 作 成 会 」

に参加したボランティアの皆さんが、子どもたちの姿
を思い浮かべながら、一針、一針、心をこめて作りま
した。ぜひ、読んでみて

ください。
※貸し出しもできます。
（１人１冊まで）
《問い合わせ》
上野図書館

２月の読み聞かせ
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）
と き
８日㈯ 10：30 〜
12 日㈬ 10：30 〜
10：00 〜
15 日㈯
10：30 〜
16 日㈰ 10：30 〜
18 日㈫ 10：30 〜
19 日㈬ 15：00 〜
20 日㈭ 10：30 〜
22 日㈯ 10：30 〜
10：30 〜
26 日㈬
14：30 〜
3月5日㈬ 10：00 〜

ところ
上野図書館
いがまち公民館
いがまち公民館
大山田公民館
阿山公民館
阿山公民館
上野図書館
青山公民館
上野図書館
上野図書館
島ヶ原老人福祉センター
いがまち公民館

催物（読み手）
おはなしの会（いがぐり・司書）
ミニサロンひまわり
読み聞かせ会（ぶらんこ）
おはなしたいむ（きらきら）
読み聞かせ会（はあと＆はあと）
読み聞かせ会（はあと＆はあと）
えほんの森（よもよも）
（マンマミーダ）
おはなしなあに？
おはなしの会（いがぐり・司書）
おひざでだっこのおはなし会
読み聞かせ会（ネェよんで）
絵本の時間（お話の国のアリス）

〜知ろう

私たちの郷土史〜

「庁事類編」 藤堂藩伊賀城代家老日誌

伊賀古文献刊行会 / 編
上巻：1709（宝永６）年から 1820（文政３）
年までの諸旧記、人事、事件などの詳細
を記録編集。
下巻：1821（文政４）年より 1868（慶応４）
年（明治元年）までの諸旧記、藩校「崇

廣堂」の開校、幕末出兵など、動乱の時
代を記録した史料。
《申込先・問い合わせ》
上野図書館

☎ 21-6868

℻ 21-8999
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２月の二次救急実施病院
日

月

火

水

木

金

土

＊小児科以外の診療科です。
２

お知らせ

９

名張
岡波

３

岡波

４

１

名張

５
７
８
６
上野 岡波・名張 名張 上野 上野

10
11
12
14
15
13
岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 名張

17
18
19
21
22
16
20
名張 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 上野

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

≪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：
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。

28
23
24
25
26
27
岡波 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野

≪各病院の受け入れ体制≫

催
し

救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡
※重症者が重なり、診察できない場合があります。
が必要です。
また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
※二次救急（重症）の人が対象です。
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
伊賀市救急相談ダイヤル 24
≪実施時間（岡波総合病院のみ）
≫
☎ 0120-4199-22（フリーダイヤル） 月曜日：午後５時〜翌日午前９時 水曜日：午後５時〜翌
看護師・医師などが 24 時間年中無休体制で、救
日午前８時45 分 日曜日：午前９時〜翌日午前８時45 分
急医療や応急処置などに関する相談に応じます。
※月・水曜日が祝日の場合、午前９時〜翌日午前８時 45 分
（通話料・相談料：無料）

募 集

情報交流ひろば

となりまち

いが · こうか · かめやま

甲賀市

亀山市

陶器のまちのおひなさん

ひな人形を訪ねてまち歩き

まちかどトピックス

〜信楽のおひなさん作り〜
信楽ではひな祭りに向
け、年末年始にひな人形作
りが最盛期を迎えます。

〜東海道のおひなさま in 亀山宿・関宿〜
東海道「亀山宿」と「関宿」の町屋や商店に、
愛らしいおひなさまが展示されます。
期間中は、亀山市の特産品などが当たる「手形

コラム

人形は、職人の手びねり
により作られるため微妙に
表情や大きさに違いがあ
り、一体一体の個性が見る

集めラリー」やウオーキングなど、多彩なイベン
トが満載です。おひなさまを眺めながら早春の東
海道を散策してみませんか。
【と き】 ２月９日㈰〜３月９日㈰

んからお気に入りを見つけるため、ぜひお越しく
ださい。
【ところ】
信楽まちなかの窯元やギャラリー、お店など

【アクセス】 亀山宿…JR「亀山駅」下車北へ徒歩
約 10 分、関宿…JR「関駅」下車北へ徒歩約５分
【問い合わせ】
東海道のおひなさま実行委

ものを楽しませます。
信楽のまちなかで作られる個性豊かなおひなさ

図書・救急など

【アクセス】
信楽高原鐵道「信楽駅」から徒歩 10 分
【問い合わせ】
信楽伝統産業会館
☎ 0748-82-2345

℻ 0748-82-2551

【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-65-0675
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午前９時〜午後４時 30 分
【ところ】 亀山市東町から関町新所周辺

員会（亀山市観光協会内）
☎ 0595-97-8877

亀山市市民文化部関支所観
光振興室
☎ 0595-96-1215
【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

