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
『認知症の私からあなたへ』
佐藤

雅彦／著

認知症になると、何もできなくなると思って
いませんか？著者は、51 歳で認知症と診断され

た後、工夫を重ねながら 10 年間一人暮らしを続
けています。自身の生き方を通して偏見をなく
そうと活動する著者からのメッセージ集です。

絵本
『はちみつ』
ふじわら ゆみこ／文、いせ ひでこ／絵

パンやホットケーキにつける甘いはちみつ
は、どうやってできるのでしょう。ミツバチが
花のみつを集めてくる様子や、巣箱から人がど
のようにはちみつを取り出すのかを教えてくれ
る絵本です。

一般書
『着かた、生きかた』
地曳 いく子／著
『江戸へおかえりなさいませ』
杉浦

児童書
『12 か月の絵図鑑』 長谷川

日向子／著

康男／監修

『博物館のひみつ』
斎藤 靖二／監修
『むしこぶみつけた』 新開 孝／写真・文
絵本
『わたしのこねこ』
澤口 たまみ／文、あずみ虫／絵
『すずめくんどこでごはんたべるの？』
たしろ ちさと／ぶん・え
『アランの歯はでっかいぞこわーいぞ』
ジャーヴィス／作

図書館（室）からのお知らせ
◆夏休み特別企画
おはなしの会
「いろんなコトバでえほんを楽しもう！」
【と

き】 ８月 27 日㈯

午前 10 時 30 分〜
【ところ】 上野図書館

【内 容】
日本語や外国語で、絵本や紙芝居の読み聞かせを行
います。どなたでも参加できますのでぜひお越しくだ
さい。
【問い合わせ】 上野図書館

８月の読み聞かせ
と

き

ところ

４日㈭ 10：30 〜 上野図書館
９日㈫

10：30 〜

阿山図書室

ストーリーテリングのおはなし会です。本を持たず
にお話を語ります。
５歳から大人まで楽しめる催しです。

【と き】 ９月４日㈰
午前 10 時 30 分〜
【ところ】
上野図書館 ２階視聴覚室
【語り手】
おはなしコットン

【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）
催物（読み手）

と

き

ところ

催物（読み手）

えほんのひろば（ちいさなねこ）

20 日㈯ 10：30 〜 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

21 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

13：30 〜 青山図書室

◆ことばで伝えるおはなし会

おはなしなあに？

22 日㈪ 10：00 〜

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

島ヶ原子育て
読み聞かせ会（ネェよんで）
支援センター

10 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり

24 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

13 日㈯ 10：30 〜 上野図書館

おはなしの会

9月2日㈮ 10：30 〜 上野図書館

絵本と音のカーニバル（Twinkle）

17 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

えほんの森（よもよも）

9月6日㈫ 10：30 〜 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

19 日㈮ 10：30 〜 上野図書館

絵本と音のカーニバル（Twinkle）
広報いが市 2016 年
（平成 28 年）８月１日号
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お知らせ拡大版

８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

日

お知らせ

月
火
水
木
金
土
２
３
６
４
５
１
≪実施時間帯（岡波総合病院）
≫
＊小児科以外の診療科です。
岡波 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
８
９
10
12
13
７
11
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
15
17
19
20
14
16
18
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。
22
23
24
26
27
21
25
【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）】
31
28
29
30
＊小児科以外の
】
診療科です。 【岡波総合病院（☎ 21-3135）
岡波 岡波 上野 岡波・名張
※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）
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

亀山市

〜杣川にひろがる灯ろうの明かり〜

〜武具のふしぎ〜

杣川夏まつり

まちかど通信

杣川夏まつりでは、杣川の清流を舞台に花火大
会と飯道山行者講による灯ろう流しが行われます。
川面をゆっくり流れる橙色の灯ろうの光が、杣
川一面を覆う様子は幽玄の世界をかもし出し、貴
生川の夏の風物詩となっています。

亀博自由研究のひろば
刀やよろい、かぶとは、い
つからあるのでしょうか？
亀山市には、古墳から出

土したものから亀山城主石
川家やその家臣の家に伝わっ

▲亀山に伝わる刀や
たものが、今も残っています。
よろい

コラム
図書・救急など

【と き】
８月 16 日㈫ 午後５時 30 分〜８時 40 分
（花火大会：午後８時 10 分〜８時 40 分）
【ところ】 甲賀市水口町

時代によって異なる武具の形や仕組みから、そ
の時代の特徴を調べてみましょう。
【と き】

JR 草津線「貴生川駅」
南出口から徒歩約５分
【問い合わせ】
杣川夏まつり実行委員

※火曜日休館
【ところ】 亀山市歴史博物館企画展示室（亀山市
若山町７-30）
【アクセス】JR 亀山駅から徒歩約 20 分、名阪国

貴生川北杣橋上流付近
【アクセス】

会（貴生川地域市民セン
ター内）

道「亀山 IC」から車で約 10 分
【問い合わせ】

☎ 0748-62-2027

【問い合わせ】 甲賀市広報課

23

８月 31 日㈬までの午前９時〜午後５時
※入館は午後４時 30 分まで

亀山市歴史博物館

☎ 0748-65-0675

広報いが市 2016 年（平成 28 年）８月１日号

☎ 0595-83-3000

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

