図書館
だより

《問い合わせ》
上野図書館 ☎ 21-6868 ＦＡＸ 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
『THE BOOKS

green』

ミシマ社／編

全国 365 人の書店員が、中高生に熱く薦め
る 1 冊＋その次に読むべき 1 冊を、直筆の推薦

文とともに紹介。読書のきっかけを探している
人におすすめです。

▪絵本
『パンのようちえん えんそくにいく』
さとう めぐみ／作・絵

遠足に出かけたかまど幼稚園のパンたちが出
会ったのは、くろがま幼稚園おこめ組の子ども
たち。
みんなで楽しく過ごすことができるかな？

▪一般書
『高島屋のしきたり事典

老舗百貨店の門

外不出「贈答・おつきあい」教本』
高島屋／著
『頭のいい子が育つ習い事』
東大家庭教師友の会／著

▪児童書
『100 円ショップでどきどきマジック』

藤原 邦恭／著
骨の博物館①』
ロブ・コルソン／文
『向かい風に髪なびかせて』 河合 二湖／著
▪絵本
『おばあさんのひっこし』
エドナ・ベッカー／作
『まてまてタクシー』
西村 敏雄／作
『動物の骨

図書館（室）からのお知らせ
あったらいいな こんな図書館

先進的な市町の図書館のパンフレットや写真を紹介し、
伊賀市の図書館にあればいいなと思う機能について、展
示を見た人からご意見をいただく参画型展示です。
【と き】 ８月 30 日㈰まで
【ところ】 上野図書館 ２階展示コーナー
【問い合わせ】 上野図書館

７月の読み聞かせ

としょかん布バッグづくり

講師の「布の絵本作成グループ
お針子チクチク」が準備した布
バッグにフェルトなどを貼って、
自分だけのバッグを作ります。

【と き】
７月 25 日㈯・26 日㈰ 午後１時 30 分～
※どちらかに参加してください。
【ところ】 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） 【対象者】 小学生以下

と

き

ところ

催物（読み手）

※定員：各回 20 人

※小学校３年生以下は保護者同伴です。
８日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり
【料 金】 600 円（布・ボンド代など）
９日㈭ 10：30 〜 上野図書館
えほんのひろば（ちいさなねこ）
【申込受付開始日】 ７月 11 日㈯ 午前９時～
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
11 日㈯ 10：30 〜
【申込先】 上野図書館 ※電話予約制
上野図書館
おはなしの会
島ヶ原老人福祉
読み聞かせ会（ネェよんで）
センター清流
15：00 〜 上野図書館
えほんの森（よもよも）
読み聞かせの会「夏休み特
10：30 〜 阿山図書室
別編」（はあと＆はあと）
10：30 〜 阿山図書室
読み聞かせの会（はあと＆はあと）
10：30 〜 上野図書館
おひざでだっこのおはなし会
10：30 〜 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
おはなしの会
11：00 〜 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

13 日㈪ 14：15 〜
15 日㈬
19 日㈰
21 日㈫
22 日㈬
23 日㈭
25 日㈯
８月4日㈫

◆上野図書館の開館時間を延長します

夏休み期間中、開館時間を１時間延長します。

また、青少年読書感想文全国コンクール課題図書
などを取りそろえたコーナーを設けます。
【開館時間延長の期間】 ７月 21 日㈫～８月 30 日㈰
【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）
【問い合わせ】 上野図書館
広報いが市 2015 年
（平成 27 年）７月１日号
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◦各病院の受け入れ体制
日

月

火

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

２
３
４
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

10
11
８
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
15
12
13
14
16
17
18
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。
23
24
25
19
20
21
22
【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）】
30
31
26
27
28
29
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野
※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

７月 は

まちかど通信

青少年の非行・被害防止全国強調月間です
子どもたちが楽しみにしている夏休みがもうすぐ始まります。子どもたちにとっ
ては、普段できないことを体験するよい機会となります。しかし、「学校が休み」
という開放感から生活が不規則になりがちであり、問題行動も発生しやすい時期
でもあります。

コラム

明日の伊賀市を担う子どもたちを社会全体で育むため、家庭・学校・地域が一
体となって青少年健全育成の取り組みを推進することが必要です。このため、伊
賀市青少年育成市民連絡会議と教育委員会では次の課題に取り組んでいます。市
民の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

◆青少年に有害な環境をなくす活動などの推進

青少年の非行を誘発しやすい施設などを巡回し、関
係者の協力を求めることで青少年を取り巻く有害環境
をなくす活動を推進します。

図書・救急など

◆研修会などの開催

青少年健全育成に関する講演会や研修会を通じて、
青少年の健全育成についての理解を深めていきます。

■問い合わせ
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生涯学習課
☎ 22-9679

ＦＡＸ 22-9692
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伊賀市青少年センター

◦

お知らせ拡大版

7 月の二次救急実施病院

非行問題や交友問題など青少年の悩みを解決する
ため、伊賀市青少年センター主任補導員が電話や面

接により、適切な指導・助言を行っています。お気
軽にご相談ください。
《と き》 月～金曜日 午前 9 時～午後 4 時
※祝日は除く。
《ところ》 青少年センター
（上野ふれあいプラザ
《相談先》 ☎ 24-3251

３階）

