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 ☎ 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 ☎ 47-1175
青山図書室 ☎ 52-1110

今月の新着図書
一般書
『世界の夢の図書館』
エクスナレッジ／出版

豪華な世界遺産から、先進的な現代建築まで、
厳選された世界最高峰の図書館 37 館を紹介し
ています。いずれも多くの人々に愛され、実際
に利用されている現役の図書館です。

絵本
『あみだだだ』
谷川 俊太郎／ぶん・元永

定正／え

さまざまな色で描かれたユニークな形。形と
形をつなぐのは、自由にのびるあみだの線。伊
賀市出身の元永定正さんによる、線をたどって
楽しむあみだの絵本です。

一般書
『人生相談劇場』
山田 詠美／著、安部 譲二／著

『明治・大正のかわいい着物モスリン』
似内 惠子／著
児童書
『じごくごくらく伊勢まいり 落語まんが』
桂 文我 ／文、久住 卓也／漫画
『ウマがうんこした』
福田 幸広／しゃしん、ゆうき えつこ／文
絵本
『さっちゃんのてぶくろ』
内田 麟太郎／作、つちだ のぶこ／絵
『えをかくかくかく』
エリック・カール／作、アーサー・ビナード／訳

図書館（室）からのお知らせ
図書館ホームページをご利用ください。
「図書館・図書室ホームページ（利用案内）」へ
直接アクセスできます。右の QR コードを携帯
電話などで読み込んで、アクセスしてください。

４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
９日㈬ 10：30 〜 いがまち公民館

催物（読み手）

ミニサロンひまわり

10 日㈭ 10：30 〜 上野図書館

えほんのひろば（ちいさなねこ）

12 日㈯ 10：30 〜 上野図書館

おはなしの会（いがぐり・司書）

15 日㈫ 10：30 〜 阿山公民館

読み聞かせ会（はあと＆はあと）

16 日㈬ 15：00 〜 上野図書館

えほんの森（よもよも）

19 日㈯

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）

20 日㈰ 10：30 〜 阿山公民館

読み聞かせ会（はあと＆はあと）

23 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

24 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）
26 日㈯ 10：30 〜 上野図書館

おはなしの会（いがぐり・司書）

30 日㈬ 10：30 〜 青山公民館

おはなしなあに？

図書配送サービスを
ご利用ください
各図書館（室）の窓口で申し込むと、ほかの

図書館（室）が所蔵している資料を取り寄せる
ことができます。
返却も、どの図書館（室）の窓口・返却ポ
ストでも返すことができます。（一部返却ポス
トを利用できない資料があります。）

また、貸し出し中の資料を予約するときに
受け取り場所を指定すると、市内のどの図書
館（室）でも予約資料を受け取ることができます。
くわしくは窓口スタッフにお気軽におたず
ねください。

１人、10 冊まで
借りることができます
図書館（室）の貸出冊数は、これまで１人
8 冊まででしたが、4 月からは１人 10 冊まで
借りていただけます。

広報いが市 2014 年
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各病院の受け入れ体制
日

４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

月

お知らせ

火
水
木
金
土
２
４
５
３
１
≪実施時間帯（岡波総合病院）
≫
＊小児科以外の診療科です。
上野 岡波・名張 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
７
８
９
11
12
６
10
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
14
16
18
19
13
15
17
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。
21
22
23
25
26
20
24
【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）】
30
27
28
29
＊小児科以外の
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
診療科です。
岡波 岡波 上野 岡波・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

地域が守り育てるシダレザクラ

自然の中で星空を眺めてみませんか

まちかどトピックス

〜大福寺の徳本桜〜

甲賀町岩室にある大福寺には、かつて徳本上人
がこの地を訪ねた際に植えられたというシダレザ
クラがあります。
「徳本桜」と呼ばれるこの桜は
200 年の間、地域の人々に愛され、守り育てら
れてきました。
境内を覆うように広がる見事に伸びた桜の枝
は、訪れた人々を驚かせます。地域自慢の歴史あ

コラム

る桜の大木をお楽しみください。
【ところ】 甲賀市甲賀町岩室 1171 大福寺境内

【アクセス】 新名神高速道路 甲賀土山 IC から
約 10 分 ※駐車場あり
【見頃の時期】 例年４月８日〜 10 日頃（気候に
よって前後します。）

図書・救急など

【問い合わせ】
大福寺
☎ 0748-88-4427
甲賀市観光推進室
☎ 0748-65-0708

【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-65-0675
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〜鈴鹿峠自然の家 天文台「童夢」〜
美しい星空が広がる自然豊か
な鈴鹿山麓の中腹に建てられた
鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」。

直径 3.5 ｍの天文台には、口径
40cm の大型天体望遠鏡が設置
され、季節により、月のクレー
ターや土星の輪、星雲・星団をはっきり見ること
ができます。毎月の無料開放日には、天文台スタッ

フから、星について詳しく話を聞くこともできます。
※無料開放日はお問い合わせいただくか、ホーム
ページをご覧ください。

※雨天・曇天の場合は中止します。
【ところ】 鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
（亀山市関町沓掛 123）
【問い合わせ】 亀山市教育委員会生涯学習室
☎ 0595-84-5057（☎ 090-5114-1670 ※当日のみ）
http://www.city.kameyama.mie.jp/kyouiku/
lifestudy/sizennoie.html
【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

