広報いが市
2009. 7. 1

■ 上野図書館☎ 21-6868
■ 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（大山田教育センター内）☎ 47-1175
■ 青山公民館図書室☎ 52-1110

図書館だより

Library Information

★ 新 着 図 書紹介 （上野図書館）
■一般書 『高校生レストラン
ひみつのレシピ』
おうか
三重県立相可高等学校調理クラブ／編

■児童書 『真夏のオリオン』
福井 晴敏／文、網中

多気町相可高校・調理クラブといえば、
「まごの店」を運
営していることで有名です。この本では、部員たちが考案
した、家庭向きのレシピを公開しています。
■一般書 『悪質商法のすごい手口』

「真夏のオリオン」と題された、一枚の楽譜。そこに託さ
れたメッセージとは……。太平洋戦争末期、日本の潜水艦
を舞台にした物語です。夏休みにどうぞ。

「ここまで巧妙ならみんなだまされる！」のサブタイトル
のとおり、悪徳商法の様々な手口と被害を紹介し、自衛を
促してくれる本です。

すべての人が職を得るためにはどうしたらいいのか――。
この本では、労働をユニバーサルデザインなものにするた
めの取り組みとヒントが紹介されています。

■児童書 『自分らしく働きたい』

国民生活センター／監修

上野図書館開館時間延長のお知らせ

清水

いづる／絵

直子／著

今年も児童・生徒の皆さんの利用が多くなる夏休み期間中、開館時間を 1 時間延長します。夏休み期間
中に多くの本に接していただくために毎年行っています。
また、青少年読書感想文全国コンクール課題図書を並べたコーナーを設けますのでご利用ください。
《開館時間延長の期間》
《開館時間》 午前 9 時～午後 6 時
7 月 21 日（火）～ 8 月 30 日（日）
《休館日》 月曜日と図書整理日（月末日）

読書感想文募集のお知らせ

提出してください。
・応募原稿は、お返ししませんのでご了承ください。
《応募期間》
９月２日（水）～１０月３日（土）必着
《応募先》
〒５１８－０８７３
伊賀市上野丸之内４０番地の５
伊賀市上野図書館感想文係
《各賞》
特賞、入選の方には、賞状と副賞があります。
《入賞発表と表彰式》
１２月上旬に本人あてに連絡します。
《応募先・問い合わせ》
伊賀市上野図書館 ☎２１－６８６８

上野図書館では、「伊賀市第５回読書感想文コン
クール」を行いますので多数応募してください。
《課題》 自由ですが、未発表のもの
《応募資格》 市内に在住、在勤、在学の方
《応募区分》 第一部 高校生、大学生、一般
第二部 中学生 第三部 小学生
《応募規定》
・縦書き用４００字詰め原稿用紙を使用し、応募
は一人 1 点とします。
・原稿枚数は、第一部、第二部は５枚以内、第三
部は３枚以内とします。
・題名は原稿の欄外へ記入するが氏名、住所、学
校名などは、応募票に記入の上、原稿に添えて

７月の読み聞かせ
開催日

会

場

1 日（水） ふるさと会館いが小ホール

時

間

催

物

＊は読み手

10：00 ～ 1 時間程度

絵本の時間

11 日（土） 上野図書館２階視聴覚室

14：00 ～ 30 分程度

おはなしの会

15 日（水） 上野図書館２階視聴覚室

15：00 ～ 30 分程度

えほんの森

18 日（土） 大山田公民館図書館えほんのへや

10：00 ～ 20 分程度

おはなしたいむ

19 日（日） 阿山公民館図書室読み聞かせ室

10：30 ～ 30 分程度

読み聞かせ会

＊おはなしボランティア「はあと＆はあと」

22 日（水） 阿山公民館図書室読み聞かせ室

10：30 ～ 30 分程度

読み聞かせ会

＊おはなしボランティア「はあと＆はあと」

22 日（水） 青山公民館図書室絵本のコーナー

10：30 ～ 30 分程度

大きな絵本の読み聞かせ会

25 日（土） 上野図書館２階視聴覚室

14：00 ～ 30 分程度

おはなしの会

★絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。

＊おはなしボランティア「きらきら」
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沖縄戦をテーマに展示

英語で遊ぼう！

いがまち人権センター 人権パネル展

親子英語サークル「アメリカンパイ」

いがまち人権センターでは、
毎月人権に関するパネル展を
開催しています。６月１０日
（日）から１８日（月）の期間
では、沖縄戦をテーマに当時
の写真や、沖縄戦を経験した
方のインタビュー記事などのパネルを展示しました。
戦争は最大の人権侵害です。この展示を見た方は、
戦争の悲惨さを改めて認識する機会になったのではな
いでしょうか。

６月９日（火）、親子英語サーク
ル『アメリカンパイ』が、阿山保
健福祉センターで行われました。
今年で５年目を迎える『アメリ
カンパイ』は、月に１回、英語を使っ
たゲームなどを通して、外国文化
に触れながら、親子や参加者同士
で楽しく学んでいます。
今回は英語でのあいさつ「ハロー」
や、アルファベットの発音を練習しました。ＡＢＣの歌
が流れると、子どもたちは楽しそうに歌ったり踊ったり
していました。

濃霧の中駆け抜ける！

豪雨を想定して訓練

青山高原つつじクオーターマラソン

第２２回青山高原つつじ
クオーターマラソン大会を
５月３１日（日）青山高原
で開催しました。
今年は前日の夜から降っ
た雨の影響で濃霧の中、行
われました。
開会式では、味岡教育長
が「あいにくの天気ですが、無事に駆け抜けてくださ
い」とあいさつをしました。
時折雨も降り、寒い気候でしたが、参加者たちは大
自然の中で声援を受けながらゴールを目指しました。

さまざまな文化に触れる
島ヶ原文化芸術まつり（演芸部門）

６月７日（日）に島ヶ原会館で島ヶ原文化芸術まつ
りが開催されました。この日の島ヶ原会館には、山草
会による山草の展示を見る人
や、 バ ン ド 演 奏、 コ ー ラ ス な
どの出演者や観客などおよそ
３００人の市民が集まり、それ
ぞれが文化に触れる充実した１
日を過ごした様子でした。

三重県土砂災害防災避難訓練

６月７日（日）に長田地区
で三重県と伊賀市の共催に
よる土砂災害防災避難訓練
を行い、地区住民など５００
人あまりが参加しました。
訓練は、大雨警報発令に
より午前９時過ぎに災害対
策本部を設置し、パトロールや情報収集、自主避難の
広報に出動し、地区の情報を対策本部に報告しました。
また、長田小学校の校舎内で
は、炊き出し訓練も行われ、炊
き出しにはアルファ米が用意
されました。アルファ米は、お
湯を入れて 20 分で出来上がる
ご飯で、水でも１時間で食べら
れるようになるため、防災用品と
して利用されています。
他にも、土石流の被害を想定し
た建物からの救出訓練や、車両か
らの救出訓練が行われました。

有料広告を募集します

広告の募集を行っていま
す。掲載料は１枠２万円です。
お 問 い 合 わ せ は、 本 庁 広
聴 広 報 課（ ☎ ・
９６３６）まで。

※掲載の広告について不明な点

は直接広告主へお問い合わせく

ださい。

■ 有料広告掲載欄
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