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
『夜行列車読本』

洋泉社

特急「北斗星」や「トワイライトエクスプレス」
など、時代を駆け抜けた名夜行列車たちが、た
くさんの写真とともに取り上げられています。

絵本
『ほしじいたけ

ほしばあたけ』
石川 基子／作

きのこたちが住んでいるのどかな里に、ある
日起こった大事件！ふだんはニコニコおだやか
な、ほしじいたけとほしばあたけが、仲間を助
けるために大活躍します。

一般書
『入門秦の始皇帝と兵馬俑』
鶴間

和幸／監修

『ギネス世界記録 2016』
クレイグ・グレンディ／編
『オオグソクムシの謎』
森山 徹／著

児童書
『ルイージといじわるなへいたいさん』
ルイス・スロボドキン／作・絵
『岸辺のヤービ』
梨木 香歩／著
『長谷部誠』
本郷 陽二／編
絵本
『飛行士と星の王子さま』
ピーター・シス／文・絵
『ごいっしょにどうぞ』
くすのき しげのり／作、武田 美穂／絵

図書館（室）からのお知らせ
ことばで伝えるおはなし会

伊賀地域のストーリーテラーが、本を見ずに覚えた
おはなしを語ります。
語りを始めたばかりのグループが開く初めてのおは
なし会ですので、聞き手も自然体で気張らずにストー
リーテリングを聞いてもらえる良い機会です。絵本の
読み聞かせとは違う感動を一緒に味わいましょう。

11 月の読み聞かせ
と

き

ところ

10 日㈫ 11：00 〜 大山田図書室

14 日㈯ 10：30 〜

催物（読み手）

あかちゃんたいむ・ミニお
はなし会

17 日㈫

おはなしの会

大山田図書室

おはなしたいむ（きらきら）

10：30 〜 阿山図書室
14：15 〜

と

き

ところ

18 日㈬ 15：00 〜 上野図書館
25 日㈬ 10：30 〜

えほんのひろば（ちいさなねこ）

上野図書館

15 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

【語り手】 おはなしコットン
※５歳から楽しめます。申し込み不要。
【問い合わせ】 上野図書館

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）

11 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり
12 日㈭ 10：30 〜 上野図書館

【と き】
11 月８日㈰ 午前 10 時 30 分〜
12 月６日㈰ 午前 10 時 30 分〜
【ところ】 上野図書館 ２階視聴覚室

28 日㈯

催物（読み手）
えほんの森（よもよも）

上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

青山図書室

おはなしなあに？

10：00 〜 いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
10：30 〜 上野図書館

読み聞かせの会（はあと＆はあと） 12 月 1 日㈫ 11：00 〜 大山田図書室

おはなしの会
あかちゃんたいむ・ミニお
はなし会

読み聞かせの会（はあと＆はあと） 12 月 2 日㈬ 10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

島ヶ原老人福祉
読み聞かせ会（ネェよんで）
センター「清流」
広報いが市 2015 年
（平成 27 年）11 月１日号
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お知らせ拡大版

11 月の二次救急実施病院

各病院の受け入れ体制

≪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

お知らせ

月
火
水
木
金
土
５
６
７
２
３
４
≪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 岡波・名張 名張 上野 上野 月曜日：午後５時〜翌日午前９時 水曜日：午後５時〜翌日
９
10
11
13
14
８
12
午前８時45 分 日曜日：午前９時〜翌日午前８時45 分
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 名張 ※月・水曜日が祝日の場合、午前９時〜翌日午前８時 45 分
15
16
18
20
21
17
19
名張 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野 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。
22
23
24
25
27
28
26
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 上野
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
29
30
＊小児科以外の
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
診療科です。
名張 岡波
※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。
1

日

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
油日神社

〜境内を彩る紅葉〜

まちかど通信

甲賀市甲賀町の油日神社は、社殿が室町時代の
建立で、重要文化財に指定されており、本殿を取
り囲む回廊が美しいことで知られています。
また、その歴史ある雰囲気から、映画やドラマ
の撮影が頻繁に行われることでも有名です。もう
すぐ紅葉が境内を美しく彩ります。ぜひお越しく

コラム

ださい。
【と き】 11 月上旬〜下旬
【ところ】 甲賀市甲賀町油日 1042 番地
【アクセス】 新名神「甲賀土山 IC」から約 20 分、
名阪「上柘植 IC」から約 15 分、JR 草津線油日
駅下車徒歩約 30 分

図書・救急など

※無料駐車場あり
【問い合わせ】
油日神社
☎ 0748-88-2106
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亀山公園

〜秋のおでかけ紅葉スポット〜
市街地に接する亀山公園は、亀山城跡や菖蒲園、
ますみ児童公園、北公園などがあり、緑に包まれ
た総面積 13.2ha の総合公園です。
夏には菖蒲園でハナショウブが咲き乱れ、秋に
は紅葉が周囲の景色を鮮やかな赤に染め上げま
す。さまざまな木が混ざり合い、錦を織り成す様

もまた絶景です。
秋を美しく彩る紅葉を見に出かけてみませんか。
【と き】 11 月上旬〜下旬
【ところ】 亀山公園（亀山市若山町 4-7）
【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】
亀山市市民文化部
関支所観光振興室

観光企画推進室
☎ 0748-65-0708

【問い合わせ】 甲賀市広報課

亀山市

☎ 0595-96-1215

☎ 0748-65-0675

広報いが市 2015 年（平成 27 年）11 月１日号

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

