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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『心地いい暮らしを作る 100のヒント』

リンネル編集部／著
『世界の美しいボタン』

エリック・エベール／監修
『ヒトの脳にはクセがある』　小林　朋道／著
■児童書
『ときめきハッピーおしごと事典』

おしごとガール研究会／著
『アドベンチャーワールド　パンダをふやせ！』

深光　 富士男／文
■絵本
『はみがきれっしゃ しゅっぱつしんこう！』

くぼ　まちこ／著
『ぷんぷんヒグマ』　 ニック・ブランド／作

《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

□絵本
『コロッケです。』　　　　 西村　敏雄／作
　ある日、町のコロッケ屋にいたコロッケは、
退屈になってお店を逃げだしました。
　町の広場や動物園ではあきたらず、どんどん
遠くに出かけていくコロッケは、最後にどこに
たどり着くのでしょうか。

□一般書　
『アイスランド』　　　　　　椎名　誠／著
　大西洋の北に浮かぶ孤島、アイスランド。火
山と氷河がおりなす絶景を誇るこの国は、軍隊
を持たず、幸福度、安全度などのランキングで
も常に上位です。作家・椎名誠がこの島国を巡
り、幸せについて考えた旅の記録。

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

《４月２日「国際子どもの本の日」》
　デンマークの童話作家・アンデルセンの誕生日にち
なんで、1967 年に制定されました。この日には世界
中で、子どもの本の充実と普及が呼びかけられていま
す。また、この日をはさんで、「絵本週間（３月 27日
～４月９日）」も設けられています。
《４月 10日「教科書の日」》
　新しい教科書が子どもたちに届く 4月。大切に扱う
ことなどをよびかけて「4（よい）月10（としょ）日（良
い図書）」が教科書の日として制定されています。
《４月 23日「子ども読書の日」》　　
　「こどもの読書週間（4月 23日～ 5月 12日」の最

初の日です。
　この日は「サン・ジョルディの日」でもあります。
スペインのお祭りで、大切な人に花と本を贈る風習が
あるそうです。
　また、シェイクスピアとセルバンテスの命日でもあ
ることから、「世界本の日」にも定められています。
　子どもたちと一緒に読書を楽しむ機
会として、図書館・図書室へおでかけ
ください。
【問い合わせ】　上野図書館
　生涯学習課
　☎ 22-9679　℻   22-9692

◆４月には、子どもと読書に関係する記念日がたくさんあります

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）
４月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
８日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり

11日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

15 日㈬ 15：00～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）
18日㈯ 10：00～ いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
19日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）

と　き ところ 催物（読み手）
20 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）

21 日㈫ 10：30～
阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
青山図書室 おはなしなぁに？

22日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会
25日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会
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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 · かめやまとなりまち　い
甲賀市甲賀市

　桜咲く春の信楽は楽しい催しがいっぱい
◆春の信楽・アートな歩き方
【と　き】　４月４日㈯～５月 10日㈰
【ところ】　甲賀市信楽町 一円
　31軒のショップや陶房が、企画展やイベント
を開催。スタンプラリーも実施します。
◆第 10回ぶらり窯元めぐり
【と　き】　４月 17日㈮～ 19日㈰
【ところ】　甲賀市信楽町長野 窯元散策路各所
　19の窯元が楽しい企画でおもてなしします。
◆春のしがらき駅前陶器市
【と　き】　４月 29日(水・祝) ～５月６日(水・振替)
【ところ】　信楽高原鐵道信楽駅前
　陶器の即売や「うまいもん市」、ステージ企画
など賑やかなイベントが満載です。
【アクセス】　新名神高速「信楽 IC」から約10分
【問い合わせ】　信楽町観光協会（信楽伝統産業会館内）
　☎ 0748-82-2345

春の信楽にぶらりといこうか
～陶器とアートのまち・信楽～

亀山市亀山市

春の穏やかなひとときを
～亀山市桜まつり～

　満開の桜をお楽しみいただきながら、亀山城周
辺の文化財や、関宿の町並みにもお立ち寄りくだ
さい。４月 12日㈰には、「桜の名所と歴史ロマ
ンを訪ねる」ウオーキングも開催されます。
◆亀山城桜まつり　
【と　き】　４月５日㈰　午前 10時～午後３時
【ところ】　旧亀山城多

たもんやぐら
門櫓周辺（本丸町）

　子ども写生大会、ふれあいブースなど
【アクセス】　東名阪自動車道「亀山 IC」から亀
山方面へ約 10分
◆観音山春まつり
【と　き】　４月 12日㈰　午前 10時～午後２時
【ところ】　観音山公園一帯（関町新所）
　宝さがし、煎茶茶席、各種バザーなど
【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】
　亀山市観光協会　☎ 0595-97-8877

◉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
【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、
　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。

◉伊賀市救急相談ダイヤル 24
☎ 0120-4199-22

（フリーダイヤル）
　医師・看護師などが 24時間年中
無休体制で、救急医療や応急処置な
どに関する相談に応じます。（通話
料・相談料：無料）

４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
≪実施時間帯（岡波総合病院）≫
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
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）】

◉各病院の受け入れ体制

※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。

日 月 火 水 木 金 土
１
岡波・名張

２
　名張

3
　上野

4
　名張

5
　名張

6
　岡波

7
　名張

8
岡波・名張

9
　名張

10
　上野

11
　上野

12
　岡波

13
　岡波

14　
　上野

15
岡波・名張

16
　名張

17
　上野

18
　名張

19
　名張

20
　岡波

21
　名張

22
岡波・名張

23
　名張

24
　上野

25
　上野

26
　岡波

27
　岡波

28
　上野

29
岡波・名張

30
　名張

＊小児科以外の
診療科です。

・・・


