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
『小さな本の大きな世界』
長田 弘／著、酒井

一般書
『いのちをむすぶ』

駒子／絵

初女／著

『新聞の正しい読み方』
松林 薫／著
『図解ビジネスの基礎知識 50』
グロービス／著

昨年この世を去った詩人の長田弘さんが遺し
た、お気に入りの本にまつわる 145 篇 のエッ
セイを１冊の本にまとめたものです。長田さん

児童書
『事前学習に役立つみんなの修学旅行 伊勢
志摩』
櫻井 治男／監修

の美しくやさしい文章と酒井さんの素敵な絵を
味わえる珠玉の１冊です。

絵本
『しましまかしてください』
林 なつこ／作

佐藤

ぞうはしまうまと友だちになりたくて、はちや
さる、とらたちから「しましま」を借りました。
立派なしまぞうに変身したぞうは、しまうまと
仲良くなることができたのですが、みんなに「し
ましま」を返すことをすっかり忘れてしまって…

『写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典』
昭和館学芸部／監修
『なぞなぞ学』
稲葉 茂勝／著
絵本
『ぞうさん』
まど みちお／詩、にしまき かやこ／絵
『チュンとカァのじゃんけんぽん！』
大森 裕子／作

図書館（室）からのお知らせ
本好きの子どもに育てたい保護者のための講演会

▼

図書室休室のお知らせ（蔵書点検のため）
６月 21 日㈫〜 24 日㈮：青山図書室
７月３日㈰〜５日㈫：いがまち図書室
※図書の返却はブックポストをご利用ください。
【問い合わせ】 青山図書室・いがまち図書室

【と き】 6 月 26 日㈰
読み聞かせ：午後 2 時〜 講演会：午後 2 時 30 分〜
【ところ】 上野図書館 視聴覚室
【内 容】「つながり ひろがれ 絵本と子ども」
※講演中、子どもは読書や折り紙が楽しめます。
【講 師】 えほんと童話の店「みやがわ書店」

店主 橋村 孝子さん
【定 員】 50 人
※子どもが参加する場合は必ず保護者が同伴してください。
【申込受付開始日時】 6 月 10 日㈮ 午前 9 時〜
【申込先・問い合わせ】 上野図書館

６月の読み聞かせ

《廃棄図書・雑誌を譲ります》
【と き】 ６月８日㈬ 午前 10 時〜午後 5 時

【ところ】 いがまち図書室 ※なくなり次第終了
※予約や書名の案内などはしません。
【問い合わせ】 いがまち図書室

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㈫ 10：30 〜 大山田図書室
８日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室
９日㈭ 10：30 〜 上野図書館
上野図書館
11 日㈯ 10：30 〜
大山田図書室
12 日㈰ 10：30 〜 上野図書館
14 日㈫ 10：30 〜 阿山図書室
15 日㈬ 10：30 〜 上野図書館
19 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

催物（読み手）
あかちゃんたいむ・ミニおはなし会
ミニサロンひまわり
えほんのひろば（ちいさなねこ）
おはなしの会
おはなしたいむ（きらきら）
絵本ライブ（Twinkle）
読み聞かせの会（はあと＆はあと）
えほんの森（よもよも）
読み聞かせの会（はあと＆はあと）

と
20 日㈪

き
10：00 〜

10：30 〜
22 日㈬ 10：30 〜
10：00 〜
25 日㈯
10：30 〜
7月1日㈮ 10：30 〜
7月5日㈫ 10：30 〜
7月6日㈬ 10：00 〜

ところ
島ヶ原子育て
支援センター
青山図書室
上野図書館
いがまち図書室
上野図書館
上野図書館
大山田図書室
いがまち図書室

催物（読み手）
読み聞かせ会（ネェよんで）
おはなしなあに？
おひざでだっこのおはなし会
読み聞かせ会（ぶらんこ）
おはなしの会
絵本ライブ（Twinkle）
あかちゃんたいむ・ミニおはなし会
絵本の時間（お話の国アリス）

広報いが市 2016 年
（平成 28 年）６月１日号

26

お知らせ拡大版

各病院の受け入れ体制
日

月

火

６月の二次救急実施病院

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

３
４
２
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。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

８
10
11
９
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
13
15
17
18
12
14
16
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。
20
21
22
24
25
19
23
【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）】
29
26
27
28
30
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
岡波 岡波 上野 岡波・名張 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。
５

６

７

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

亀山市

〜花が波打つ枯山水 〜

〜さわやかな初夏を彩る〜

市指定名勝である大池寺
書院の蓬莱庭園。サツキの大刈込み鑑賞式枯山水
庭園は、江戸時代に水口城を築城した小堀遠州が

亀山市の花 花しょ
うぶ 。約 4,000㎡と
県下最大級の広さを誇

旬から６月中旬にかけてピンク色のサツキで彩ら
れ、刈り込まれたサツキの樹形と白砂のコントラ
ストが鮮やかです。
【見 頃】 ５月下旬〜６月中旬

植えられ、美しく咲くこの季節に花しょうぶまつ
りを開催します。園内では栽培指導（販売）・写真

大池寺蓬莱庭園のサツキ

まちかど通信

作庭したと伝えられています。
書院の正面にある２段大刈込み庭園は、５月下

コラム

【ところ】
大池寺蓬莱庭園（甲賀市水口町名坂 1168）

図書・救急など

【参観料】
大人 400 円、中学生 300 円、小学生 200 円
【アクセス】 新名神高速道路「甲賀土山 IC」から
水口方面へ約 15 分

【問い合わせ】 甲賀市産業経済部観光企画推進室
☎ 0748-65-0708
大池寺蓬莱庭園 ☎ 0748-62-0396

【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-65-0675
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第 19 回花しょうぶまつり

る菖蒲園には、100 品
種、約１万 2,000 株が

コンテスト・出店など、多くの催しが行われます。
初夏の１日、色鮮やかに咲き誇る花しょうぶを

観賞しながらゆったりとしたひとときを過ごしま
せんか。
【と き】 ６月 12 日㈰
午前 10 時〜午後３時 ※雨天決行
【ところ】 亀山公園菖蒲園（亀山中学校北側）
【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】 花しょうぶまつり実行委員会事務局
（（公財）亀山市地域社会振興会） ☎ 0595-82-7111
【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

