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
『日本全国話題の観光列車大集合』
JTB パブリッシング／発行

一般書
水島 広子／著
『女子の人間関係』
『50 歳からのおしゃれ暮らし』
中山 庸子／著
『菊池亜希子のおじゃまします

近鉄の観光特急「しまかぜ」の内部、見てみ
たいと思いませんか？ほかにも、高低差 500m

の「富士登山電車」や、レストラン列車「おれ
んじ食堂」など、大人気観光列車を徹底ガイド。

絵本
『かぞくのヒミツ』

イソール／作

朝のママは、ヤマアラシ。このヒミツが誰か
に知られたら、どうしよう !? 何より困るのが、
あたしもヤマアラシっぽくなってきてるってこ
と…。アルゼンチンの絵本です。

仕事場探訪 20 人』
菊池 亜希子／著
児童書
田中 彩子／作
『石の神』
『打てるもんなら打ってみろ！』中村 計／著
『ふたりは世界一！』アンドレス・バルバ／作
絵本
『ミスターワッフル！』
デイヴィッド・ウィーズナー／作
『ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ』
工藤 ノリコ／著

図書館（室）からのお知らせ
◆上野図書館の開館時間を延長します

を取り揃えたコーナーを設けますのでご利用ください。
児童・生徒の皆さんの利用が多くなる夏休み期間中、 【開館時間延長の期間】 ７月 22 日㈫〜８月 28 日㈭
多くの本に接していただくために、開館時間を１時間 【開館時間】 午前９時〜午後６時
【休館日】 月曜日・７月 31 日㈭（図書整理日）
延長します。
また、青少年読書感想文全国コンクール課題図書など 【問い合わせ】 上野図書館

７月の読み聞かせ

図書館（室）めぐり その２

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
２ 日 ㈬ 10：00 〜 いがまち図書室
８ 日 ㈫ 10：00 〜 青山図書室
９ 日 ㈬ 10：30 〜 いがまち図書室

催物（読み手）
絵本の時間（お話の国アリス）
「おはなしなあに？」大きな絵本
ミニサロンひまわり

12 日㈯ 10：30 〜 上野図書館

おはなしの会

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）

19 日㈯

10：00 〜 いがまち図書室

読み聞かせ会（ぶらんこ）

10：30 〜 大山田図書室

おはなしたいむ（きらきら）

20 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

読み聞かせ会（はあと＆はあと）

23 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

24 日㈭ 10：00 〜 島ヶ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネェよんで）
26 日㈯ 10：30 〜 上野図書館

おはなしの会

島ヶ原図書室
島ヶ原会館の中に、上野図書館分館・島ヶ

原図書室があります。小さな図書室ですが、
昨年図書館システムを導入し、市内図書館（室）
の本を取り寄せたり返すことができるように
なりました。会館前には返却用のブックポス
トもあります。ぜひご利用ください。

〜島ヶ原図書室〜 島ヶ原 4739（島ヶ原会館内）
【開館日】 月〜金曜日 午前９時〜午後５時
※土曜日のみ午前９時〜午後３時
【休館日】
毎週日曜日・
祝日・年末年始
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各病院の受け入れ体制
日

７月の二次救急実施病院

≪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
31
＊小児科以外の
岡波 岡波 名張 岡波・名張 名張 診療科です。 【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
※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）
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

まちかどトピックス

甲賀市

亀山市

幻想的な松明と花火が夏の夜空を彩る

絢爛豪華な４台の山車

〜しがらき火まつり 2014 〜

〜関宿祇園夏まつり〜

陶器作りや生活、文化に欠かせない火への感謝
と安全を祈願するしがらき火まつりは、江戸時
代から続く伝統行事です。愛宕山頂まで連なる

旧東海道の関宿の夏を彩る「関宿祇園夏まつ
り」。「関の山（そこまでが精いっぱい）」の語源
となった山車が夜の町並みを彩ります。

700 本あまりの松明と打ち上げ花火が夏の夜空
を彩ります。
【と き】
7 月 26 日㈯（午後 7 時 45 分…松明奉納開始・

コラム

午後 9 時…花火打ち上げ）
【ところ】 信楽地域市民センター周辺

図書・救急など

【アクセス】 ▽信楽高原鐵道（代行バス）
「信楽駅」
徒歩約 5 分 ▽新名神高速道路「信楽 IC」から
国道 307 号線を信楽方面へ約 10 分 ▽名阪国
道「壬生野 IC」から約 30 分
※無料駐車場 300 台
【問い合わせ】
陶都・信楽まつり実
行委員会火まつり事務局
☎ 0748-82-0873

【問い合わせ】 甲賀市広報課

23

いが · こうか · かめやま

☎ 0748-65-0675
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見どころは「舞台回し」と呼ばれる舞台の回転
で、巡行の要所で繰り広げられます。４台そろっ
て行われる場面もあり、その光景は迫力満点。ぜ
ひ、夏の夕べの華やかなひとときをお過ごしくだ

さい。
【と き】 ７月 19 日㈯、20 日㈰
※山車の巡行は午後５時〜９時頃
【アクセス】 東名阪自動
車道「亀山 IC」から関方
面へ約 10 分
【問い合わせ】
関宿祇園夏まつり実行
委員会事務局
（亀山市観光協会内）
☎ 0595-97-8877

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

