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
『幽霊塔』
江戸川 乱歩／著・宮崎 駿／カラー口絵

黒岩涙香の翻案小説を江戸川乱歩が書き直し
た波乱万丈の探偵小説です。この作品の大ファ
ンだったという宮崎駿さんによるカラー口絵が
16 ページついています。

児童書
『30000 このすいか』

あき びんご／作

ある夜、畑から 30,000 個のすいかが脱走し
ました。野を越え、山を越え、海にたどりつい
たすいかたちでしたが…!?
ユーモアあふれる絵本です。

一般書
『農家が教える産地のイチおし旬レシピ』

農山漁村文化協会／編
『おやこで自転車はじめてブック』
疋田 智／監修

児童書
『ありがとう実験動物たち』太田 京子／著
『小学生からはじめる伝える力が身につく本』
山崎 紅／著
絵本
『せんそうしない』
たにかわ しゅんたろう／ぶん
えがしら みちこ／え
『このみち』
内田 麟太郎／作・たかす かずみ／絵

図書館（室）からのお知らせ
◆「き・も・ちの万華鏡」
〜おはなし会とミニブックトーク〜

笑ったり、怒ったり、泣いたり。小学生のさまざまな気
持ちが描かれた絵本や児童書を紹介しながら読み聞かせを
します。
【と き】 ９月 19 日㈯ 午後２時〜
【ところ】 上野図書館 ２階視聴覚室
【問い合わせ】 上野図書館

９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）

9 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 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）
上野図書館
おはなしの会
12 日㈯ 10：30 〜
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
15 日㈫ 10：30 〜 阿山図書室
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）
20 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室
読み聞かせ会（はあと＆はあと）
23日（水・祝）10：30 〜 上野図書館
おひざでだっこのおはなし会
10：00 〜 いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
26 日㈯
10：30 〜 上野図書館
おはなしの会
29 日㈫ 10：30 〜 青山図書室
おはなしなあに
10月6日㈫ 11：00 〜 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

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
図書室で、ぬいぐるみのおとま

り会を行います。
ぬいぐるみたちが夜の図書室で
何をして過ごしたか、写真に撮っ
てお知らせします。
※事前申し込み不要

☆ぬいぐるみといっしょにおはなし会
【と き】 10 月 10 日㈯ 午前 10 時 30 分〜
【ところ】 大山田図書室
【持ち物】 お気に入りのぬいぐるみ１体
※おはなし会は、ぬいぐるみと一緒でなくても
参加できます。
☆ぬいぐるみおとまり会
おはなしを聞いた後、ぬいぐるみ

は図書室にお泊まりします。
※ぬいぐるみのお迎えは、10 月 17
日㈯〜 18 日㈰に来てください。
【問い合わせ】 大山田図書室
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９月の二次救急実施病院

各病院の受け入れ体制
日

≪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。
名張 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 上野 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 名張 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 上野 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
】
診療科です。 【岡波総合病院（☎ 21-3135）
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）
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
甲賀市

亀山市

夜空に描くオレンジの放物線

茶畑の壮大な景色を楽しみませんか

９月 12 日㈯、甲賀市甲南町竜法師瀬古の薬師
堂 会式 の日に、流星は打ち上げられます。甲

亀山市の特産品「亀山茶」。約 88ha の茶生産
団地「中の山パイロット」で、生産者と消費者と
の交流を目的に「亀山青空お茶まつり」が開催さ
れます。お茶にちなんだ楽しいイベントが盛りだ

〜瀬古の流星〜

まちかど通信

賀市甲南町は甲賀流忍術発祥の地。流星は、忍者
が合図のために打ち上げた狼煙と伝えられ、打ち

上げ花火の原形ともいわれています。
初秋の夜空に描くオレンジの放物線は、忍者の
里を偲ぶ風物詩となっています。

コラム

【と き】 ９月 12 日㈯
午後６時 30 分頃〜 ※約 30 分間

【ところ】
瀬古薬師堂周辺（甲賀市甲南町竜法師）
【アクセス】
JR 草津線甲南駅から徒歩約 15 分、新名神高速

図書・救急など

甲南 IC から車約 10 分
【問い合わせ】

【問い合わせ】 甲賀市広報課

〜亀山青空お茶まつり〜

くさんです。ぜひお越しください。
【と き】 ９月 27 日㈰ 午前 10 時〜午後２時

【ところ】 中の山パイロット特設会場（太森町）
【内 容】 茶摘み体験・手もみ実演・電子レンジ
でお茶づくり・紙風船飛ばし・バンド演奏・フォ
トコンテスト表彰式・農産物販売など

【アクセス】 東名阪自動車道「亀山 IC」から約
10 分（亀山 IC →国道 1 号→県道 302 号）
【問い合わせ】 亀山青空お茶まつり実行委員会事
務局
（三重茶農業協同組合内）
☎ 059-329-3121
亀山市環境産業部農政室
☎ 0595-84-5082

甲賀市観光協会
☎ 0748-60-2690
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【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

