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
『朝ドラの 55 年』
NHK ドラマ番組部／監修

1961（昭和 36）年に朝の連続ドラマがスター
トしてから 55 年。

記憶に残る懐かしい作品や、近年話題になっ
た作品など、全 93 作を魅力たっぷりに伝える
一冊です。

児童書
『ちいさなかいじゅうモッタ』
イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／文・絵

七人きょうだいの末っ子モッタ。
怖いかいじゅうになりたいのに、家族たちは
モッタのことを「かわいいなあ」としか言って
くれなくて…。

一般書
『おべんとうと日本人』

加藤

『難民からまなぶ世界と日本』
山村
『「芸」と「能」』

文俊／著
淳平／著

清水 ミチコ、酒井 順子／著
児童書
『レンアイ、基本のキ』 打越 さく良／著
『ビジュアル日本のお金の歴史』
岩橋 勝／著
絵本
『おもち！』
石津 ちひろ／文、村上 康成／絵
『ひゃくえんだま』
ねじめ 正一／作、荒井 良二／絵

図書館（室）からのお知らせ
《お父さんの（かぞくみんなの）ための
読み聞かせ講座》
児童書と自然を愛する「本屋さん」と「おとうちゃ
ん保育士」が、おうちでの絵本の読み聞かせについて
講義を行ったあと、参加者で絵本の読み聞かせを実践
します。どなたでも参加していただけます。

【と き】 １月 30 日㈯ 午後２時〜（２時間程度）
【ところ】 上野図書館 ２階視聴覚室
【講 師】
子どもの本屋 こぴすくらぶ 茅谷
市内保育所 男性保育士
【定 員】 40 人程度
※子どもと一緒に参加できます。

１月の読み聞かせ
と

き

７日㈭ 15：00 〜
９日㈯ 10：30 〜
13 日㈬ 10：30 〜
14 日㈭ 10：30 〜
19 日㈫ 10：30 〜

ところ

千恵子さん

【申込受付開始日時】
１月 16 日㈯ 午前９時〜 ※先着順
【申込先・問い合わせ】 上野図書館
同時開催
〜かくし部屋でお父さんの顔つくろう隊〜
講義中に、会場の裏側でお父さんの（家族の）顔の
ちぎり絵などを作ります。講義が終わった後は、絵本

の読み聞かせに参加します。
【対象者】 講座に参加する人の子ども

※３歳以下は、講座に参加する人以外の保護者の同伴
をお願いします。
【定 員】 15 人程度
※講座申込時にお申し込みください。

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）

催物（読み手）

と

き

ところ

催物（読み手）

20 日㈬ 15：00 〜 上野図書館
えほんの森（よもよも）
青山放課後児童
「おはなしなあに？」
クラブ
23 日㈯ 10：30 〜 上野図書館
おはなしの会
上野図書館
おはなしの会
24 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室
読み聞かせの会（はあと＆はあと）
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら） 27 日㈬ 10：30 〜 上野図書館
おひざでだっこのおはなし会
いがまち図書室 ミニサロンひまわり
2月2日㈫ 11：00 〜 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会
上野図書館
えほんのひろば（ちいさなねこ） 2月3日㈬ 10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
阿山図書室
読み聞かせの会（はあと＆はあと） ※１月の島ヶ原図書室の読み聞かせ会はお休みです。
広報いが市 2016 年
（平成 28 年）１月合併号

20

お知らせ拡大版

◆ 本の世界で出会った感動を伝えよう

【問い合わせ】上野図書館
☎ 21-6868 ℻ 21-8999

第11回読書感想文コンクール入賞者
第 11 回読書感想文コンクールに市内の小・中学校、
高校、一般の皆さんから 394 点の応募がありました。
【特

審査の結果、特選に選ばれた３人と、入選に選ばれ
た 27 人を紹介します。（敬称略）

選】

お知らせ

第２部：
『日本人にしかできない「気づかい」の習慣を読んで』 霊峰中学校１年
第３部：
『
「さっちゃんのまほうのて」を読んで』
第３部：
『
「命」
』
【入

福永

沙梨菜

府中小学校２年
中野 結馨
上野西小学校 6 年 森田 祐乃子

選】

第１部：
中森 里江（一般）

催

植田 智子（一般）
第２部：
森川 友惟（霊峰中学校１年）

し

大西
佐藤
山本
川本
岩永

花音（上野南中学校２年）
颯音（霊峰中学校２年）
芽生（崇広中学校３年）
粋雪（城東中学校３年）
優花（上野南中学校３年）

募 集

情報交流ひろば

森口

陽彩（霊峰中学校３年）

家村

愛佳（青山小学校３年）

阪口
殿本
黒木
釜井
山口

芽衣（新居小学校１年）
奈央（新居小学校１年）
夢唯（新居小学校２年）
環希（新居小学校２年）
舞結（成和西小学校３年）

藤岡
松岡
奥田
吉川
福島

奨万（神戸小学校５年）
大夢（西柘植小学校５年）
康平（阿山小学校５年）
陽菜（島ヶ原小学校６年）
実咲（阿山小学校６年）

菰下 明日香（柘植中学校３年）
第３部：
村田 麻陽（新居小学校１年）
長谷川 椛奈（新居小学校１年）

となりまち

須田
藤林
大杉
仲森

菜月（新居小学校４年）
奏仁（府中小学校４年）
倫生（西柘植小学校４年）
妃花（新居小学校５年）

いが · こうか · かめやま

甲賀市
広大なゴルフ場を駆ける

まちかど通信

〜第 14 回こうかクロスカントリー〜
甲賀市甲賀町で、「こ

うかクロスカントリー」
が催されます。クロスカ
ントリーとは、野山や芝生などの未舗装コースを
走る陸上競技のことで、今回の大会の舞台はゴル
フ場です。芝の上を思いっきり走るのが魅力です。
【と き】 １月 31 日㈰ 午前 10 時 30 分〜

コラム

（受付：午前９時〜 10 時）
【ところ】 富士スタジアムゴルフ倶楽部

図書・救急など

ス（甲賀市甲賀町和田 702-2）
【種 目】 ５km・10km（男女別）
【参加費】 2,000 円 ※中学生無料
※参加資格は中学生以上の男女

北コー

【申込期限】 １月 19 日㈫
【アクセス】 名阪国道「上柘植 IC」から約 15 分
【問い合わせ】 甲賀町体育協会こうかクロスカン
トリー大会事務局 ☎ 0748-88-2190
※『こうかクロスカントリー 2016』で検索
【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
伝統の冬の風物詩

〜北勢名物亀山大市〜
旧正月用品の謝恩売り出しを行ったのが始まり

とされ、100 年以上も伝統的に続く、市内最大
の冬の名物行事「亀山大市」。
旧東海道の通りである商店街が歩行者天国にな
り、約１km にわたり多くの露天が軒を並べるほ
か、多彩なイベントの開催や各店舗が売り出しを

行い、毎年大勢の人で賑わいます。
【と き】 １月 30 日㈯・31 日㈰

午前 10 時〜午後４時
※一部イベントを除く。
【ところ】 東町・本町商店街一帯など
【アクセス】

JR 亀山駅下車北へ徒歩
約 10 分

【問い合わせ】
亀山大市実行委員会事
務局
☎ 0595-82-1331
【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

