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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『永

と わ
遠のPL学園』　　　　　柳川　悠二／著

『子どもの本から平和を考える』
児童図書館研究会／編

『東大が考える 100歳までの人生設計』
東京大学高齢社会総合研究機構／監修

■児童書
『13歳からの算数・数学が得意になるコツ』

小野田　博一／著
『最強の生物』　　　　　 成島　悦雄／監修
『まるごとにんじん』　　 大竹　道茂／監修
■絵本
『走れ！みかんのかわ』　　吉田　戦車／著
『きょうはパーティのひ』

樋勝　朋巳／文 ･絵
『イソップどうわ』
イソップ／原作、いもと　ようこ／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
『うんどうかいがなんだ！』
きむら ゆういち／さく、大木あきこ／え
　かけっこが苦手なブブタンは、運動会でポン
スケに負けたくなくて必死で練習しましたが、
転んでビリになってしまいました。悔しがるブ
ブタンは、次こそポンスケに勝とうとがんばり
ます。運動が苦手でもがんばるブブタンを応援
したくなる絵本です。

□一般書　
『その調理、9割の栄養捨ててます !』
東京慈恵会医科大学附属病院栄養部／監修
　今まで常識だと思っていた調理方法で、栄養
素の大部分が失われている場合があります。栄
養を無駄にしない切り方や加熱の仕方、食材を
劣化させない保存の方法、栄養価が高まる食べ
方のコツなどを学ぶことのできる１冊です。

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）
６月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
２日㈮ 10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）
６日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）
７日㈬ 10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
８日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

10日㈯
10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
10：30～ 上野図書館 おはなしの会

14日㈬
10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり
14：30～ 青山図書室 おとなカフェ　※大人対象

18日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

　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歳ぐらいから大人まで楽しめます。
【と　き】　７月２日㈰　午前 10時 30分～
【ところ】　上野図書館　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　

◆ことばで伝えるおはなし会 ◆青山図書室休室のお知らせ

と　き ところ 催物（読み手）
19 日㈪ 14：15～

島ヶ原老人福祉
センター清流

読み聞かせ会（ネェよんで）

21日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

24日㈯
10：00～ いがまち図書室 読み聞かせの会（ぶらんこ）
10：30～ 上野図書館 おはなしの会

28日㈬ 10：30～
上野図書館 おひざでだっこのおはなし会
青山図書室 おはなしなあに？

７月４日㈫
10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会
10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

　６月 19日㈪～ 23日㈮まで蔵書点検のため休室し
ます。
※図書の返却はブックポストを
　ご利用ください。
【問い合わせ】　
　青山図書室
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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

　馬子唄の中でも歴史は
古く、全国的にも親しま
れている鈴鹿馬子唄の全
国大会が、今年も甲賀市
土山で開催されます。
　全国の民謡を愛する皆

さんが、鈴鹿峠の麓「あいの土山」で自慢ののど
を披露されます。ぜひ、躍動感ある唄声を聞きに
お越しください。
【と　き】　６月 25日㈰
　予選：午前９時～　決勝：午後１時 30分～　
【ところ】
　甲賀市あいの土山文化ホール（甲賀市土山町北
土山 2222-２）
【アクセス】　新名神高速道路土山 IC から亀山方
面へ車で約 10分
【問い合わせ】　甲賀市あいの土山文化ホール
　☎ 0748-66-1602　℻   0748-66-1603

～自慢ののどを披露～
鈴鹿馬子唄全国大会

亀山市亀山市

～かめやまに食べ物・雑貨・体験があつまる物産展～
かめまる

　さまざまな出展者が亀
山をもっと盛り上げよう
と、今年 4月から毎月 2
日間、物産展を開催して
います。

　キッチンカーをはじめ、おいしい食べ物やオン
リーワンの手作りや仕入れ雑貨などのお店（両日合
わせて約80店舗）が集結！体験教室やリラクゼー
ションなどもありますので、ぜひお越しください。
【と　き】　６月 27日㈫・28日㈬
　午前 10時～午後３時（雨天決行）
※屋外飲食・ロビーは午前９時 30分～
【ところ】　亀山市文化会館中央コミュニティセン
ター（亀山市東御幸町 63）
【アクセス】　JR亀山駅から徒歩約７分
　名阪国道「亀山 IC」から車で約７分
【問い合わせ】　かめまる実行委員会
　☎ 090-5103-7654（担当：不破）

◉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・祝日診療を行っている医療機関は、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・
　健康相談ダイヤル 24

☎ 0120-4199-22
　心と体のさまざまな相談に、24時
間体制でお応えします。
※通話料・相談料は無料です。

６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・日曜日：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
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

※重症者が重なるなど、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
名張

２
上野

３
　名張

４
　名張

５
　岡波

６
　名張

７
岡波・名張

８
　名張

９
　上野

10
　上野

11
　岡波

12
　岡波

13　
　上野

14
岡波・名張

15
　名張

16
　上野

17
　名張

18
　名張

19
　岡波

20
　名張

21
岡波・名張

22
　名張

23
　上野

24
　上野

25
　岡波

26
　岡波

27
　上野

28
岡波・名張

29
　名張

30
　上野

＊小児科以外の診療科です。
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