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
『やきものの里めぐり』

永峰

美佳／著

西日本を中心にやきものの里を紹介した本
で、伊賀焼も掲載されています。やきものの基

礎知識や器を選ぶときのポイント、やきもの祭
りのカレンダーなどの情報も豊富な１冊です。

絵本
『どんぐりころころ おやまへかえる
だいさくせん』 スギヤマ カナヨ／作・絵

童謡「どんぐりころころ」のメロディにのせ
て、おはなしがまるごと歌えるようになってい
ます。お池にはまったどんぐりはどうなったの
でしょう。

一般書
村岡 花子／著
『曲り角のその先に』
『読むだけで「うまい」と言われる字が
根本 知／著
書ける本』
児童書

『どうぶつえんのみんなの１日』
福田 豊文／写真、なかの ひろみ／文
『しゅくだいさかあがり』
福田 岩緒／作・絵
『たべものくらべっこえほん』
高岡 昌江／文、すがわら けいこ／絵
絵本
『だるまちゃんとやまんめちゃん』
加古 里子／さく・え
新井 洋行／著
『なかよしぱっくん』

図書館（室）からのお知らせ
♪いろんなコトバで絵本を楽しもう♪
８月 23 日㈯の上野図書館おはなしの会は、夏休み特別企
画多言語読み聞かせをします。誰もが知っている絵本を日本
語とポルトガル語などで読み聞かせをします。どなたでも参
加できますので、ぜひご参加ください。

８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）

7 日 ㈭ 10：30 〜 上野図書館

えほんのひろば（ちいさなねこ）

９ 日 ㈯ 10：30 〜 上野図書館

おはなしの会

16 日㈯ 10：30 〜 大山田図書室

おはなしたいむ（きらきら）

17 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

読み聞かせ会（はあと＆はあと）

19 日㈫ 10：30 〜 阿山図書室

読み聞かせ会（はあと＆はあと）

20 日㈬ 10：30 〜 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

26 日㈫ 10：30 〜 青山図書室

（三匹のひつじ）
おはなしなあに？

27 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

図書館（室）めぐり その３

阿山図書室
あやま文化センターの中に、上野図書館分

館・阿山図書室があります。図書室には、読
み聞かせ室や視聴覚コーナーがあり、１日ゆっ

たり過ごすことができます。市内図書館 ( 室 )
の本を取り寄せたり返却したりすることがで
きます。県立図書館資料の受け取りもできま
す。新刊も入荷していますので、ぜひご利用
ください。
〜阿山図書室〜

川合 3370-29（あやま文化センター内）
【開館日】 火〜日曜日 午前９時〜午後５時
【休館日】 毎週月曜日・年末年始・図書整理日

28 日㈭ 10：00 〜 島ヶ原市民センター 読み聞かせ会（ネェよんで）
9月3日㈬ 10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
＊
「えほんの森」
は８月のみ午前中に開催します。
広報いが市 2014 年
（平成 26 年）8 月 1 日号
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各病院の受け入れ体制
日

月

火

８月の二次救急実施病院

水

木

１

金

２

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

お知らせ

≪実施時間帯（岡波総合病院）
≫
名張 月曜日：午後５時〜翌日午前９時 水曜日：午後５時〜翌日
４
５
６
８
９
３
７
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
11
13
15
16
10
12
14
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。
18
19
20
22
23
17
21
【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）】
27
29
30
24
25
26
28
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
岡波 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野
31
※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。
名張 ※二次救急（重症）の人が対象です。
＊小児科以外の診療科です。
＊小児科以外の診療科です。

上野

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
コラム

甲賀市

亀山市

甲賀ブランド認定の秋摘み番茶

暑い夏に、こだわりの１杯

〜辰岡の水出し赤ちゃん番茶〜

〜亀山ラーメン〜

特有の寒暖差が茶の栽培に適
した甲賀。
江戸時代から親しまれる土山

三重県にちなんで３つのこだわりを持って開発
された新ご当地ラーメン「亀山ラーメン」。１つ
めのこだわりは、三重県産の「ヒラタケ、ハタケ

じっくり時間をかけて水出しすることで、熱に弱
い成分も損なわれません。

メサイト主催のご当地ラーメングランプリ 2013
でグランプリを獲得しました。現在、亀山市内の

茶の中でも、10 月以降にかけて
摘みとった秋摘み番茶を特殊技
術で製造しました。
豊富な健康成分と香ばしい旨味が特徴です。

赤ちゃんからお年寄りまで、皆さんにご愛飲い
ただいています。
【問い合わせ】
甲賀観光未来会議

図書・救急など

（甲賀市観光企画推進
室内）
☎ 0748-65-0708
℻ 0748-63-4087

【問い合わせ】 甲賀市広報課
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シメジ、ハナビラタケ」の３種類のきのこを使用。
２つめは、三重県産小麦「ニシノカオリ」から作っ
た麺。３つめが大豆、麦、米の３種類の味噌をオ
リジナルブレンドした牛骨味噌スープです。グル

11 店舗でご賞味できます。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
【問い合わせ】 世界を目指せ！亀山ラーメン会事務局
（あんぜん文化村内）☎ 0595-83-1234
http://kameyama-cci.or.jp/
gotouchi̲ramen̲map.html
亀山市環境産業部商工業
振興室

☎ 0748-65-0675
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☎ 0595-84-5087

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

