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
『作家の珈琲』
コロナ・ブックス編集部／著

一般書
『自閉症の僕の七転び八起き』

東田 直樹／著
『フォトブックで好きな本をつくる』
ボーンデジタル／出版

池波正太郎、松本清張など、作家たちと珈琲
のかかわりを示すエピソードを多数紹介。作家
が愛用したコーヒーカップや、通った喫茶店な
どの写真に、読み応えのある文章が添えられて
います。

絵本
『江戸の妖怪一座』

『昭和天皇玉音放送 CD ブック』
川上 和久／解説・著
児童書

青山 邦彦／作・絵

にぎわう江戸の広場のはずれに、さびれた見
せ物小屋がありました。もう小屋をたたもうと
していた座長の前に、本物のろくろっくびの子
どもが現れて…。江戸の妖怪たちがたくさん出
てくる絵本です。

『にっぽんのおにぎり』
白央 篤司／著
『世界の子どもの遊び』 寒川 恒夫／監修
『小学生でもわかるスマホ & パソコンそもそ
も事典』
秋田 勘助／著
絵本
『ことらちゃんの冒険』
石井 桃子／お話、深沢 紅子／画
『ここがすき』
きたやま ようこ／作

図書館（室）からのお知らせ
◆特別図書整理期間のため、休館します
大山田図書室：10 月 13 日㈫〜 16 日㈮
上野図書館：10 月 19 日㈪〜 26 日㈪
阿山図書室：10 月 29 日㈭〜 11 月３日（火・祝）
休館中は図書返却ポストをご利用ください。ご迷惑をお
かけしますがご理解とご協力をお願いします。

10 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

催物（読み手）

７日㈬ 10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
上野図書館
おはなしの会
おはなしたいむ（きらきら）
10 日㈯ 10：30 〜
大山田図書室 ※ぬいぐるみといっしょにおはな
し会＆ぬいぐるみおとまり会

14 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり
18 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室
19 日㈪ 10：00 〜

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

島ヶ原子育て支
読み聞かせ会（ネェよんで）
援センター

20 日㈫ 10：30 〜 阿山図書室

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

27 日㈫ 10：30 〜 青山図書室

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

31 日㈯ 10：00 〜 いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
11月4日㈬ 10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

《さまざまな国の絵本に
ふれてみませんか》
上野図書館にはさまざま
な外国語の絵本があります。
平成 25 年には外国語絵
本 を 221 冊 寄 付 し て い た
だき、１階カウンター横に
外国語絵本のコーナーを設

けています。さまざまな国
▲外国語の絵本を並 の絵本をどうぞご利用くだ
べた本棚。
さい。
◆多言語の読み聞かせを行いました
８月 22 日㈯のおはなしの会では、夏休み特

別企画「いろんなコトバ
でえほんをたのしもう」
と題して、多言語の読み
聞かせを行いました。約
70 人の参加者が、日本
語・スペイン語・ポルト

ガル語・英語の読み聞か
▲おはなしの会の様子。
せを楽しみました。
広報いが市 2015 年
（平成 27 年）10 月１日号
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10 月の二次救急実施病院

各病院の受け入れ体制
日

月

火

水

木

金

土

≪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

１
２
３
≪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

７
９
10
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。
４

５

６

お知らせ
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）
三重県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

いが · こうか · かめやま

甲賀市
天平の浪漫を彩る

亀山市
東海道関宿街道まつり

まちかど通信

〜紫香 楽 宮都あかり〜

〜江戸時代にタイムスリップ〜

甲賀市信楽町で、イ
ルミネーションイベント紫香楽宮都あかりが催さ
れます。約 4,000 個の透光陶器の光に包まれる
「光の道」
。1270 年前に存在した都の姿が LED

東海道五十三次の 47 番目の宿場町として栄え
た東海道関宿で、毎年 11 月に行われる「東海道
関宿街道まつり」。
国の重要伝統的建造物群保存地区や日本の道百

イルミネーション 6 万球で蘇る「宮殿と朱雀門」。
各会場でイベントが用意され、ライトアップに使

コラム

用される透光陶器販売もあります。幻想的な古都
の夜をお楽しみください。
【と き】
10 月 10 日㈯〜 12 日
（月・祝） 午後５時〜９時
【ところ】 甲賀市信楽町（甲賀寺跡・隼人川みず

図書・救急など

べ公園・宮町区宮跡）
【アクセス】 信楽高原鐵道紫香楽宮跡駅下車徒歩
10 分、新名神高速信楽 IC 下車すぐ

※会場付近駐車場には限りがあります。
【問い合わせ】 紫香楽宮観光振興プロジェクト実
行委員会 ☎ 0748-83-8351
甲賀市観光企画推進室

【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-65-0708

☎ 0748-65-0675
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選に選ばれた町並みの中、大名行列を含む宿場大
行列や特産品の販売など盛りだくさんのイベント

です。
【と き】 11 月１日㈰
午前９時 30 分〜午後３時（雨天決行）
【ところ】
旧東海道関宿の街道一帯
【アクセス】

JR 関駅下車徒歩５分
【問い合わせ】
東海道関宿街道まつり実
行委員会事務局（市民文化
部関支所観光振興室内）
☎ 0595-96-1215

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

