図書館
だより

《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

今月の新着図書
一般書
『明日も前へ』

吉沢

一般書
『暮らし上手のおうちごはん 美味しい

久子／著

やりくり 、できてますか？』枻出版社刊
『役者がわかる！演目がわかる！歌舞伎入門』
世界文化社刊

著者は 96 歳、今なお現役の評論家です。ク
ヨクヨしない達人が、一人暮らしについて語り
ます。元気に明るく老いを楽しむための秘訣を
教えてくれる一冊です。

絵本
『タコのたこきちくん』
西村 繁男／絵・内田

麟太郎／文

「たすけてくだされー。たこきちどのー。」ひ
げづらのべんけい、みと・こうもん、いろんな
人がたこきちくんに助けを求めて集まってきま
した。ゆかいなナンセンス絵本です。

児童書
『必ずできる！とび箱・鉄棒・マット運動
上達のコツ 50』メイツ出版刊
『まるごとトマト』 八田 尚子／構成・文
『絵で見てわかるはじめての漢文 ①〜④』
学研刊
絵本
近藤 薫美子／作・絵
『はじめまして』
『ルイのうちゅうりょこう』
エズラ・ジャック・キーツ／作

図書館（室）からのお知らせ
◆◆◆

上野図書館休館のお知らせ ◆◆◆

【休館日】 ５月 12 日㈪〜 26 日㈪
特別図書整理のため休館します。休館中の図書の返却は、
駐車場側のブックポストをご利用ください。

５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

ところ

7 日㈬ 10：00 〜 いがまち公民館
14 日㈬ 10：30 〜 いがまち公民館
17 日㈯

催物（読み手）
絵本の時間（お話の国のアリス）
ミニサロンひまわり

10：00 〜 いがまち公民館

読み聞かせ会（ぶらんこ）

10：30 〜 大山田公民館

おはなしたいむ（きらきら）

18 日㈰ 10：30 〜 阿山公民館

読み聞かせ会（はあと＆はあと）

20 日㈫ 10：30 〜 阿山公民館

読み聞かせ会（はあと＆はあと）

27 日㈫ 10：30 〜 青山公民館

おはなしなあに？

28 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

図書館（室）めぐり その１

いがまち図書室
いがまち公民館の中に上野図書館分館・い
がまち図書室があります。手作り感あふれる
とても居心地のいい空間で、ゆったりすごす
ことができます。

昨年図書館システムを導入し、 市内図書館
（室）の本を取り寄せたり返したりすることがで
きるようになりました。 県立図書館資料の受け
取りもできます。新刊も毎月入荷しています。

〜 いがまち図書室 〜

下柘植 702（いがまち公民館内）
【開館日】 火〜日曜日 午前９時〜午後５時

【休館日】 毎週月曜日・年末年始・図書整理日

29 日㈭ 10：00 〜 島ヶ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネェよんで）
えほんの森、
えほんのひろばはお休みです。
※上野図書館のおはなしの会、
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各病院の受け入れ体制

５月の二次救急実施病院

≪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

日

お知らせ

月
火
水
木
金
土
２
３
１
≪実施時間帯（岡波総合病院）
≫
＊小児科以外の
＊小児科以外の診療科です。
診療科です。
名張 上野 名張 月曜日：午後５時〜翌日午前９時 水曜日：午後５時〜翌日
５
６
７
９
10
４
８
午前８時45 分 日曜日：午前９時〜翌日午前８時45 分
名張 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野 ※月・水曜日が祝日の場合、午前９時〜翌日午前８時 45 分
12
14
16
17
11
13
15
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 名張 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。
19
20
21
23
24
18
22
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
名張 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
28
30
31
25
26
27
29
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 名張
※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。

催
し

伊賀市救急相談ダイヤル 24
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
☎ 0120-4199-22
（フリーダイヤル）【診療時間】 月〜土曜日：午後８時〜 11 時

医師・看護師などが 24 時間年中
日曜日・祝日：午前９時〜正午・午後２時〜５時・午後８時〜 11 時
無休体制で、救急医療や応急処置な ※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。
どに関する相談に応じます。（通話 ◆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、
料・相談料：無料）
救急医療情報センター（☎ 24-1199）へお問い合わせください。

募 集

情報交流ひろば

となりまち
甲賀市

亀山市

一面に広がる芝生の公園

企画展や講座を随時開催

まちかどトピックス

〜鹿深夢の森〜

きれいに手入れされた芝生の広場が一面に広が
る公園です。五月晴れの空の下、思いっきり走っ
たり、大型遊具「忍者の砦」で遊んだり、芝生に

寝転んで読書をしてみたりと、思いおもいの楽し
い時間を過ごしてみませんか。
【ところ】 甲賀市甲賀町大久保 507 番地 2
【アクセス】

コラム

名阪国道「上柘植 IC」から約 20 分・新名神
高速道路「甲賀土山 IC」から約 20 分

【問い合わせ】 甲賀創健文化振興事業団
☎ 0748-88-2190 ※月曜休館
≪立ち寄り先≫

公園に隣接するくすり学習館で

図書・救急など

は、人と薬の関わりや「薬のまち甲賀」の歴史を
学ぶことができるほか、体験学習（※要問い合わ

せ）も実施しています。
【開館時間】 午前９時 30 分〜午後５時
※月曜休館、入館無料
【問い合わせ】 くすり学習館 ☎ 0748-88-8110
【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-65-0675
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〜亀山市歴史博物館〜

亀山市を訪れる方々や市民に親しまれている亀
山市歴史博物館。常設展示室では、古文書や民具、
亀山城主や家臣ゆかりの武具甲冑、亀山城下町模

型などを展示しています。また、6 月 22 日㈰まで、
江戸時代の絵図から当時の地域の全体像や歴史を
探る第 22 回企画展「絵図から発見！地域の歴史」
を開催します。

【ところ】 亀山市若山町 7-30
【開館時間】 午前９時〜午後５時

（入館は午後４時 30 分まで）
【休館日】 火曜日（祝日の場合はその翌日）、年
末年始、展示替えによる臨時休館あり
【常設展示観覧料】 一般：200 円、児童・生徒・
学生：100 円（企画展は無料）
【アクセス】 東名阪自動車道「亀山 IC」から亀

山方面へ約 10 分
【問い合わせ】 亀山市歴史博物館 ☎ 0595-83-3000
http://kameyamarekihaku.jp/

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

