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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『世界の絶景の家』　 エクスナレッジ／発行
『奇跡の湯ぶくぶく自噴泉めぐり』

篠遠　泉ほか／著
■児童書
『江戸時代の暮らし方』　 小沢　詠美子／著
『コメの歴史を変えたコシヒカリ』

小泉　光久／著
■絵本
『ねずみくんのだいすきなもの』

いもと　ようこ／絵
『おおやまさん』

川之上　英子・川之上　健／さく・え
『ときめきのへや』　セルジオ・ルッツィア／作

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）

　特別図書整理期間には、利用者が必要とする資
料を適切に提供できるよう、蔵書点検を行ってい
ます。
　具体的には、データ上所蔵となっている資料が、
実際にあるかどうか職員が携帯用端末を使って確
認しています。上野図書館の場合は、所蔵 20万
冊全ての資料のバーコードを１冊１冊読み、所蔵
データと照合していきます。
　そのほか、貴重資料の虫干しや資料・本棚の整
理を実施し、破損資料の修理や、資料の配置を変
更する作業も実施しています。今年度は図書館情
報システム更新作業も行っています。
　特別図書整理期間中は利用者の皆さんにご不便
をおかけしますが、より良いサービスに必要な期
間ですのでご理解をお願いします。

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868
　いがまち公民館図書室　☎ 45-9122
　島ヶ原公民館図書室（島ヶ原会館内）☎ 59-2291
　阿山公民館図書室（あやま文化センター内）☎ 43-0154
　大山田公民館図書室　☎ 47-1175
　青山公民館図書室　☎ 52-1110

11 月の読み聞かせ

□絵本
『ネコがすきな船長のおはなし』

インガ・ムーア／作・絵
　ネコが大好きなネコ船長は、すてきな品物を
いつもネコととりかえてしまいます。ある日嵐
にあったネコ船長は、ネコがいない島にたどり
着き…！？

□一般書　
『本屋図鑑』
　本屋図鑑編集部／文　得地　直美／絵
　47 都道府県を旅して見つけた選りすぐりの
本屋さんを、イラストで紹介。ちょっと気にな
る書店用語や参考文献などもたっぷり紹介され
ています。読めば書店通になれるかも？

と　き ところ 催物（読み手）
10 日㈰ 11：30～ 青山公民館 おはなしなあに？
13日㈬ 10：30～ いがまち公民館 ミニサロンひまわり
14日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

16 日㈯ 10：00～ いまがち公民館 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）

17 日㈰ 10：30～ 阿山公民館 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
19 日㈫ 10：30～ 阿山公民館 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
20 日㈬ 15：00～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）
23 日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会（いがぐり・司書）

27 日㈬
10：00～ 島ヶ原地区市民センター 読み聞かせ会（ネエよんで）

10：30～ 大山田公民館 あかちゃんたいむ（きらきら）
11：00～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

12月4日㈬ 10：00～ いがまち公民館 絵本の時間（お話の国のアリス）

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

【臨時休室日】　11月 30日㈯　午後
※施設メンテナンス（ワックスかけ）のため
【問い合わせ】　青山公民館

青山公民館図書室臨時休室のお知らせ

知ろう　私たちの郷土史
「永保記事略」藤堂藩伊賀城代家老日誌

伊賀古文献刊行会 /編
　寛永 17（1640）年より寛保２（1742）年まで 102 年
間の藤堂藩領の諸記録を編年体に整理抜粋した、当時の社
会諸相を知る好史料です。

特別図書整理期間って
どんなことしてるの？
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― 11 月の二次救急実施病院 ―

＊小児科以外の診療科です。

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

日 月 火 水 木 金 土

1
　上野

2
　名張

3
　名張

4
　岡波

5
　名張

6
岡波・名張

7
　名張

8
　上野

9
　上野

10
　岡波

11
　岡波

12
　上野

13
岡波・名張

14
　名張

15
　上野

16
　名張

17
　名張

18
　岡波

19
　名張

20
岡波・名張

21
　名張

22
　上野

23
　上野

24
　岡波

25
　岡波

26
　上野

27
岡波・名張

28
　名張

29
　上野

30
　名張

≪各病院の受け入れ体制≫
　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。
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
　≪実施時間（岡波総合病院のみ）≫
　月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５時～翌
　日午前８時 45分　日曜日：午前９時～翌日午前８時 45分
　※月・水曜日が祝日の場合、午前９時～翌日午前８時45分

≪伊賀市応急診療所（一次救急）≫
【所在地】　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
【診療科目】　一般診療・小児科
【診療時間】　
　月～土曜日：午後８時～ 11時
　日曜日・祝日：
　午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11時
※受付は、診療終了時刻の 30分前までにお願いします。
◆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、
　救急医療情報センター（☎24-1199）へお問い合わせください。

※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。

　
情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-65-0675 【問い合わせ】　亀山市広報秘書室　☎0595-84-5021

となりまち　いが· こうか · かめやま
甲賀市甲賀市

　全国には、代々受け継がれ
てきた伝統花火の保存活動を
行う多くの団体があります。
　このサミットでは、伝統花
火の文化継承について話し合

われ、全国のさまざまな地域から甲賀に集結した
伝統花火の匠の技が披露されます。普段見ること
のできない全国の色々な伝統花火をぜひご覧くだ
さい。多数の模擬店がサミットを盛り上げます。
【とき・ところ】　11 月９日㈯
○サミットの部：午後１時～（サントピア水口　
多目的ホール）○実演の部：午後５時～（甲賀市
スポーツの森　多目的グラウンド）※雨天決行
【アクセス】　JR 草津線「貴生川駅」下車、路線
バスで約 10分スポーツの森西口下車すぐ
【問い合わせ】　全国伝統花火サミット in 甲賀実
行委員会（甲賀市観光協会内）
　☎ 0748-60-2690　℻  0748-60-2362

全国の伝統花火が甲賀に集結
～第14回全国伝統花火サミット in 甲賀～

亀山市亀山市

往時のにぎわいを再現
～東海道関宿街道まつり～

　東海道五十三次 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」。
　東海道を行き交う旅人など、往時のにぎわいを
再現した宿場大行列や特産品の販売、関所破りラ
リーなどのイベントが盛りだくさんです。
【と　き】
　11月 3日（日・祝）
　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関西本線「関
駅」下車徒歩約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
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