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
『猫俳句パラダイス』

倉阪

一般書
『モノクロ絵の世界』 ビー・エヌ・エヌ新社
『左利きあるある右利きないない』
左 来人／著

鬼一郎／著

旧上野市出身の作家が編んだ、猫の俳句の作
品集です。147 の表題句から引用句まで、どの

児童書
『ありづかのフェルダ』
オンドジェイ・セコラ／さく・え

ページをめくっても、かわいい猫の姿が目に浮
かぶ名句が満載です。

絵本
『へたなんよ』
ひこ 田中／文、はまの ゆか／絵

おばあちゃんは、いろんなことがへたなんよ。
でもね…。老いを前向きに受け止めるおばあ
ちゃんと、おばあちゃんのことが大好きなネネ
ちゃんの日常を描いた心温まる絵本です。

『包丁を使わないで作るごはん うれしいお
料理デビュー！』
寺西 恵里子／著
『ワクワクお花屋さん気分 はじめての花レッ
スン』
今野 政代／著
絵本
『はるかぜさんぽ』 えがしら みちこ／作
『コウノトリのコウちゃん』
かこ さとし／さく

図書館（室）からのお知らせ
▼

上野図書館休館のお知らせ

５月８日㈪〜 22 日㈪：特別図書整理のため休館
※休館中の図書の返却は、ブックポストをご利用ください。
【児童書】
【問い合わせ】 上野図書館

〜平成 28 年度〜

貸し出しランキング

１位 『きえた !? かいけつゾロリ』
原 ゆたか／さく・え
５月の読み聞かせ
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位 『ひみつのきもちぎんこう』
ふじもと みさと／作
と き
ところ
催物（読み手）
2 日㈫ 10：30 〜 阿山図書室
読み聞かせの会（はあと＆はあと） ３位 『かいけつゾロリのクイズ王』
原 ゆたか／さく・え
９日㈫ 10：30 〜 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会
12 日㈮ 11：20 〜 青山図書室

おとなカフェ

13 日㈯ 10：30 〜 大山田図書室

おはなしたいむ（きらきら）

15 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

16 日㈫ 10：40 〜 青山図書室

おはなしなあに？

17 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり
21 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

27 日㈯ 10：00 〜 いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
6月2日㈮ 10：30 〜 上野図書館

絵本と音のカーニバル（Twinkle）

6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

４位 『かいけつゾロリのおいしい金メダル』

原 ゆたか／さく・え
５位 『おつきみおばけ』 せな けいこ／作・絵
『たこやきのたこさぶろう』 長谷川 義史／作
７位 『かいけつゾロリのようかい大うんどうかい』
原 ゆたか／さく・え
８位 『きょうのおやつは』 わたなべ ちなつ／さく
９位 『もうぬげない』 ヨシタケ シンスケ／作
『ジュウオウジャーかぞく』 のぶみ／さく
11 位 『ミッケ！８』 ウォルター ウィック／写真
12 位 『しかけのないしかけえほん』 のぶみ／さく
広報いが市 2017 年
（平成 29 年）５月１日号

26

お知らせ拡大版

５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
４
５
６
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 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
12
13
７
10
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 名張 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。５月３日（水・祝）の当番病院は岡波総合病院のみですのでご注意ください。

催

伊賀市救急・
伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】 一般診療・小児科
健康相談ダイヤル 24 【所在地】 上野桑町 1615 番地 ☎ 22-9990

し

【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
心と体のさまざまな相談に、24 時 ※受付は、診療終了時刻の 30 分前までにお願いします。
間体制でお応えします。
◆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、
※通話料・相談料は無料です。
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。

☎ 0120-4199-22

募 集

となりまち

情報交流ひろば

甲賀市

亀山市

〜まちの礎となった城の歴史〜

〜近代産業をめぐる人々〜

水口岡山城跡国史跡指定記念シンポジウム

まちかど通信

豊臣政権の拠点城郭とし
て機能していた水口岡山城。
今年の２月９日に歴史的
な価値が認められ、水口岡

山城跡が国史跡に指定され
ました。これを記念し、城跡の魅力と価値を紹介

コラム

するシンポジウムが開催されます。また、５月
28 日㈰には甲賀市役所周辺で「よみがえれ水口
岡山城 2017」のイベントも開催されます。ぜひ、
お越しください。

【と き】
５月 28 日㈰

午後１時 30 分〜４時 30 分

図書・救急など

【ところ】
甲賀市碧水ホール（甲賀市水口町水口 5671）
【アクセス】 JR 草津線貴生川駅で乗り換え後、
近江鉄道水口城南駅下車徒歩１分
【問い合わせ】 甲賀市教育委員会事務局歴史文化
財課 ☎ 0748-86-8026 ℻ 0748-86-8216
【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-65-0675
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第 28 回企画展「関萬古」
明治期の亀山市関
町では、関萬古の製
造販売が会社経営に
よる新たな産業とし

て起こりました。
この展示では、昭和 20 年までに生産が終了し

た関萬古とその産業に関わった人々の歴史を紹介
します。
【と き】
６月 11 日㈰までの午前９時〜午後５時
※休館日：毎週火曜日
【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 20 分
名阪国道「亀山 IC」から車で約 10 分
※常設展示の観覧には別途観覧料が必要です。
【問い合わせ】
亀山市歴史博物館

☎ 0595-83-3000

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

