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
『あたらしい移住のカタチ』
セソコ マサユキ／著

一般書
『村上春樹とイラストレーター』

自分が心地よく暮らすことのできる場所を求
めて移住した人たちを取材し、移住した動機や

移住後の暮らしの様子などを紹介しています。
移住に役立つ情報をまとめた、移住の手引きも
収録されています。

絵本
『ちがうけれど、いっしょ』
フェリドゥン・オラル／文・絵

ある日生まれた子ヤギは、前足に障がいが
あって歩くことができませんでした。みんなの
ようにはねまわったり、走ったりしたいと思っ
ていた子ヤギのために、ヤギ飼いが考え出して
くれた方法とは…。

ちひろ美術館／監修
『絶景！世界の山小屋』
グラフィック社編集部／編

児童書
『うさぎのぴょんぴょん』 二宮 由紀子／さく
『チリメンモンスターのひみつ』
きしわだ自然資料館ほか／監修
『楽しく習得！英語多読法』
クリストファー・ベルトン／著
絵本
『ゆびさきちゃんのだいぼうけん』
いわい としお／著
『ぼくのにいちゃんすごいやろ！』
くすのき しげのり／作、福田 岩緒／絵

図書館（室）からのお知らせ
〜「家読」を始めてみませんか〜
「家読」とは家族で読書の習慣を共有することです。
やり方に決まりはなく、家族みんなで好きな本を読
んで、読んだ本について話す、これが基本です。
まずは絵本から始めてみませんか。絵本なら短時間
で読むことができて、家族全員でページをめくりなが
らその場で感想を語り合うことができます。
さあ、
「家読コミュ
ニケーション」を始

10 月の読み聞かせ
き

ところ

７日㈮ 10：30 〜 上野図書館
８日㈯ 10：30 〜

小学生とおはなしボランティアが協力して、小学生
を対象に読み聞かせ会をします。
【と き】 10 月 15 日㈯ 午後２時 30 分〜
【ところ】 上野図書館 2 階視聴覚室
【申込先・問い合わせ】 上野図書館
▼上野図書館休館のお知らせ
10 月 21 日㈮〜 27 日㈭

⇒特別図書整理のため休館
※休館中は図書返却ポストをご利用ください。

めましょう！

と

◆小学生による秋のおはなし会

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）

き

ところ

催物（読み手）

16 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

歌うおはなし会

19 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

えほんの森（よもよも）

大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

11 日㈫ 10：30 〜 阿山図書室

と

絵本と音のカーニバル（Twinkle）

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

12 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり

29 日㈯ 10：00 〜 いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
31 日㈪ 10：00 〜

島ヶ原子育て
読み聞かせ会（ネェよんで）
支援センター

13 日㈭ 10：30 〜 上野図書館

えほんのひろば（ちいさなねこ） 11月2日㈬ 10：00 〜 いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

14 日㈮ 11：00 〜 青山図書室

おはなしなあに？
広報いが市 2016 年
（平成 28 年）10 月１日号
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10 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

１

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
３
４
５
７
８
２
６
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
10
12
14
15
９
11
13
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。
17
18
19
21
22
16
20
【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）】
26
28
29
23
24
25
27
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 上野
31
30
※重症者が重なり、診察できない場合があります。非当番日は救急の受け入れを行いません。
名張 岡波 ※二次救急（重症）の人が対象です。
＊小児科以外の
＊小児科以外の診療科です。
診療科です。

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
甲賀市

亀山市

〜信楽らしい おもてなし 自然・陶・茶〜

〜往時のにぎわいを再現〜

信楽まちなか芸術祭

まちかど通信

３年に一度の「信楽まちな
か芸術祭」が開催されます。
信楽町長野の窯元散策路

を中心に多彩な焼き物展示
で会場を演出します。また、

コラム

地域の特産品と焼き物との
コラボレーション企画も行
い、信楽らしい「おもてな
し」で皆さんをお迎えします。ぜひ、秋の信楽へ

お越しください。
【と き】 10 月１日㈯〜 23 日㈰

図書・救急など

【ところ】 甲賀市信楽町（まちなか会場・陶芸の
森会場・MIHO MUSEUM など）
【アクセス】 名阪国道「壬生野 IC」から信楽方

面へ約 30 分
【問い合わせ】 第３回信楽まちなか芸術祭実行委
員会事務局 ☎0748-70-2376 ℻ 0748-70-3393
http://shigaraki-fes.com
【問い合わせ】 甲賀市広報課
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東海道関宿街道まつり

東海道五十三次の 47 番目の宿場町として栄え
た東海道関宿で、毎年 11 月に行われる「東海道
関宿街道まつり」。
国の重要伝統的建造物群保存地区や日本の道百
選に選ばれた町並みのなか、大名行列を含む宿場
大行列や特産品の販売など盛りだくさんのイベン

トです。
【と き】 11 月 6 日㈰
午前９時 30 分〜午後３時
【ところ】

※雨天決行

旧東海道関宿の街道一帯
【アクセス】

JR「関駅」から徒歩約５分
【問い合わせ】
東海道関宿街道まつり実行
委員会事務局（市民文化部関
支所観光振興室内）
☎ 0595-96-1215

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

