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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『縁側のある家と暮らし』

エクスナレッジ／出版
『あんこのことがすべてわかる本』

　芝崎　本実／監修
■児童書
『四年ザシキワラシ組』

こうだ　ゆうこ／作、田中　六大／絵
『化学変化のひみつ』　　 小森　栄治／監修
『小学校の生活』　　　　はまの　ゆか／絵
■絵本
『ぼく、ドジオ。』　 　いわい　としお／さく
『なつみはなんにでもなれる』

  ヨシタケ　シンスケ／作・絵
『まいごのこいぬプッチー』

ヒド・ファン・ヘネヒテン／文・絵

《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
『すやんこすやんこおやすみなさい』

オームラ　トモコ／作・絵
　ねぼけまなこの虫や動物たちが、森の中で枯
れ葉や木の実を集めたり、穴を掘ったりして、冬
支度をしています。それぞれの寝床で、すやんこ
すやんこおやすみなさい…。動物たちの幸せそう
な寝顔が、温かい気持ちにしてくれる絵本です。

□一般書　
『正倉院宝物』

杉本　一樹／著
　9,000 点に及ぶ正倉院の宝物の中から、聖武
天皇の愛した調度品や生活道具、楽器、文房具、
染織品など 181 点を分類ごとに厳選して紹介
しています。奈良時代の華やかな文化を今に伝
える、貴重な宝物の見どころがよくわかります。

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

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）
２月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
７日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

８日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり

９日㈭
10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

11：30～ 青山図書室 おとなカフェ　＊大人対象

11日(土・祝) 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

14日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

15日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

16日㈭ 11：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

と　き ところ 催物（読み手）
19日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

22日㈬
10：00～ 島ヶ原老人福祉センター（清流）読み聞かせ会（ネェよんで）

10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

25日㈯
10：00～ いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）

10：30～ 上野図書館 おはなしの会

3月1日㈬ 10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

3月3日㈮ 10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）

　図書館の本を使う楽しみ
を、1月から３月にかけて紹
介しています。２月は折り紙
体験です。
　図書館にはびっくりするく

らいたくさんの折り紙の本があります。これらの本を
使って、子どもも大人も一緒に、お箸入れなどの暮ら

しに役立つ小物やかわいい動物を折り紙で作ってみま
せんか。
　折るものは自由です。あなたの折りたい物が載って
いる本を司書がお探しします。
【と　き】　２月 12日㈰　午前９時～午後５時
【ところ】　上野図書館　２階視聴覚室
【問い合わせ】　上野図書館

◆図書館活用術《２月》
　「本わかおりがみの日」（本でわかるおりがみの日）

・ ・ ・
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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

　２月22日は忍者の日。
忍者の日には、映画化も
されたベストセラー「武
士の家計簿～『加賀藩御
算用者』の幕末維新～」の

原作者である磯田道史さんを迎えてパネルディス
カッションが行われます。甲賀忍者の末

まつ

裔
えい

の古文
書から見える忍者とは。歴史学者の観点から、忍
者研究の魅力や忍者を生かしたまちづくりなどに
ついて４人のパネラーに語っていただきます。
【と　き】
　２月 22日㈬　午後７時～（90分程度）
【ところ】　あいこうか市民ホール（甲賀市水口町
水口 5633）
【アクセス】　JR草津線貴生川駅経由
　近江鉄道水口城南駅下車すぐ
【問い合わせ】　甲賀市観光企画推進室
　☎ 0748-65-0708　℻   0748-63-4087

忍者の日記念事業 パネルディスカッション
～尾張藩御忍役人渡辺家の実像に迫る～

亀山市亀山市

東海道のおひなさま 亀山宿・関宿
～趣のあるひな人形と町並みを～

　東海道「亀山宿」と「関宿」
の街道沿いに、愛らしいお
ひなさまが飾られます。
　２月11日㈯には、オープ
ニングイベントとして関宿

足湯交流施設などでぜんざいのふるまいがあります。
　期間中は、各宿に設置されたスタンプを集め、抽
選で素敵な商品が当たる「東海道のおひなさまスタ
ンプラリー」や和小物などの講座も行われます。
【と　き】　２月 11日（土・祝）～３月 12日㈰
【ところ】　亀山宿：本町～布気町
　　　　　関宿：関町木崎～関町新所
【アクセス】
　亀山宿：JR亀山駅下車北へ徒歩約 10分
　関宿：JR関駅下車北へ徒歩約５分
【問い合わせ】　東海道のおひなさま亀山宿・関宿実
行委員会（亀山市観光協会内）　☎0595-97-8877
　市民文化部関支所観光振興室　☎0595-96-1215

◉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）

２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

＊小児科以外の
診療科です。


