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
『食べて、育てるしあわせ野菜レシピ』
大橋 明子／著

一般書
『ねないこはわたし』 せな けいこ／作・絵
『通信料金の不思議』

「ヤマイモの皮からムカゴ」「ポップコーンの
豆からコーンスプラウト」など、今すぐ始めら

テレコムインサイド／編

児童書
『世界一の三人きょうだい』

れる簡単で楽しい再生栽培の方法と、その調理
方法を教えてくれる一冊です。

絵本
『ジョンくんのてがみ』
新川 智子／作、市居 みか／絵

ジョンくんはおばあちゃんにお手紙を書きま
した。どんぐりに、木の葉に、玉ねぎの皮に…。
ところが、どれもおばあちゃんに届けることが
できませんでした。４通目のお手紙は届くかな？

〜図書館を考える講演会〜

図書館（室）からのお知らせ

出口治明さんをお招きして、図書館とはどんな場所
なのかを語っていただきます。
【と き】 ９月 17 日㈯ 午後２時〜３時 30 分
【ところ】 上野図書館 視聴覚室
【内 容】「図書館と私」

【講 師】 ライフネット生命保険
出口 治明さん
【定 員】 60 人 ※先着順

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）

き

ところ

催物（読み手）

代表取締役会長

【申込受付開始日時】 ９月８日㈭ 午前９時〜
【申込方法】 上野図書館へ電話でご連絡ください。

９月の読み聞かせ
と

グードルン・メプス／作
『猛毒生物大図鑑』
長沼 毅／監修
『江戸を楽しむ！絵ときなぞなぞ』
岩崎 均史／監修
絵本
『ねずみくんとおばけ』
なかえ よしを／作、上野 紀子／絵
『スタジオジブリの乗り物がいっぱい』
スタジオジブリ／監修

７日㈬ 10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
上野図書館
おはなしの会
10 日㈯ 10：30 〜
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
13 日㈫ 10：30 〜 阿山図書室
読み聞かせの会（はあと＆はあと）
14 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり
18 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室
読み聞かせの会（はあと＆はあと）
島ヶ原老人福祉
20 日㈫ 14：30 〜
読み聞かせ会（ネェよんで）
センター（清流）
21 日㈬ 10：30 〜 上野図書館
えほんの森（よもよも）
10：00 〜 いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
24 日㈯
10：30 〜 上野図書館
おはなしの会
27 日㈫ 13：30 〜 青山図書室
おはなしなあに？
28 日㈬ 10：30 〜 上野図書館
おひざでだっこのおはなし会
10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
10月5日㈬
青山子育て支援
10：30 〜
あかちゃんこんにちは（だっこ）
センター

いっしょにおはなし会をつくろう！
絵本や紙芝居の読み手として、またはスタッ

フとして、「小学生による秋のおはなし会」を一
緒にしてくれるお友達を募集します。

【と き】
練習：９月 24 日㈯
リハーサル・本番：10 月 15 日㈯
いずれも午後１時 30 分〜（２時間程度）

【ところ】 上野図書館 視聴覚室
【対象者】 小学校４〜６年生（両方の日程に参加
できる人）
【定 員】 10 人 ※先着順
【申込受付開始日時】 ９月 10 日㈯ 午前９時〜
【申込方法】
上野図書館へ電話でご連絡ください。
広報いが市 2016 年
（平成 28 年）９月１日号
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９月の二次救急実施病院

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
１
＊小児科以外の
≪実施時間帯（岡波総合病院）
≫
＊小児科以外の診療科です。
診療科です。
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
９
10
８
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
12
14
16
17
11
13
15
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。
19
20
21
23
24
18
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）】
28
30
25
26
27
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。
４

５

６

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

情報交流ひろば

となりまち
甲賀市

亀山市

〜車窓から見える「にんじゃえもん」〜

〜すがすがしいひとときを広大な茶畑で〜

甲賀市水口町牛飼地区の
水田で、地区内を走る信楽
高原鐵道の車窓から見える

亀山市の特産品「亀
山 茶 」。 約 88ha の 茶
生産団地「中の山パイ
ロット」で、生産者と

甲賀流田んぼアート

まちかど通信

「田んぼアート」が完成し、
見頃を迎えています。

コラム

水田には、黄や黒、白な
ど５種類の苗を使い、甲賀
市観光協会・甲賀市商工会のキャラクター「にん
じゃえもん」が手裏剣を持って走る姿が描かれて
います。
ぜひ、車窓から田んぼアートをご覧ください。

図書・救急など

【見 頃】 10 月８日㈯の稲刈りまで
【ところ】 甲賀市水口町牛飼地区（信楽高原鐵道
貴生川駅〜紫香楽宮跡駅間）
※貴生川駅を出発し、約３分後に進行方向左手に
見えます。
【問い合わせ】 甲賀市役所観光企画推進室
☎ 0748-65-0708 ℻ 0748-63-4087
【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-65-0675
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亀山青空お茶まつり

消費者との交流を目的
に「亀山青空お茶まつり」が開催されます。お茶

にちなんだ楽しいイベントが盛りだくさんです。
【と き】 ９月 18 日㈰ 午前 10 時〜午後２時
【ところ】
中の山パイロット特設会場（亀山市太森町）
【内 容】 茶摘み体験・手もみ実演・電子レンジ
でお茶づくり・紙風船飛ばし・バンド演奏・フォ

トコンテスト表彰式・農産物販売 など
【アクセス】 東名阪自動車道「亀山 IC」から約 10 分
【問い合わせ】

亀山青空お茶まつり実行委員会事務局
（三重茶農業協同組合内 ☎ 059-329-3121
亀山市環境産業部農政室 ☎ 0595-84-5082）

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

