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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『ヨチヨチ父』　　ヨシタケ　シンスケ／著
『装飾がすごい世界の建築』

　パイインターナショナル／編著
『どんどん虫が見つかる本』　　

 鈴木　海花／著
■児童書
『カーネーション』　 　　いとう　みく／作
『子どものための美術史』

アレグザンダー／文、ハミルトン／絵
■絵本
『だじゃれ世界一周』　　長谷川　義史／作
『モリくんのあめふりぴーまんカー』

  かんべ　あやこ／作
『このあいだになにがあった？』

佐藤　雅彦／作、ユーフラテス／作

《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

□児童書
『ちょきちょきブロッコリーさん』

ふくだ　じゅんこ／作・絵
　髪がかたいことが悩みのなすびくんは、どん
なリクエストにもこたえてくれる床屋のブロッ
コリーさんの店に行きました。なすびくんはど
んな髪型になるのでしょうか。

□一般書　
『全国の犬像をめぐる 忠犬物語 45話』

青柳　健二／著
　忠犬ハチ公、聖徳太子の愛犬・雪丸、飼い主
のかわりにお伊勢参りをしたおかげ犬など、全
国各地の忠犬・愛犬の像とともに、それにまつ
わる 45の伝説や物語を紹介しています。

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）

　昭和 23年に、沖森直三郎さんを会長として創立し
た「伊賀郷土史研究会」の活動の足跡を、会員だより・
会誌・冊子のほか、会員の原稿や月例会の案内状など
約 50点の資料で辿ります。
【と　き】
　７月１日㈯～８月 30日㈬　※休館日を除く。
【ところ】　上野図書館　２階展示コーナー
《伊賀郷土史研究会》　明治 43年創設の「伊賀史談会」
の活動を継承しており、発足当初の世話人には、正多
正雄・榊斎・田中實・十河泰雄・早瀬保太郎・沖森直
三郎・久保文雄らの名が連なります。（敬称略）
【問い合わせ】　上野図書館

　図書館の本を使って「調べもののお手伝い」をする
ことをレファレンスサービスといいます。
　「この本は図書館にあるの？」という質問はもちろ
ん、市内の図書館（室）に所蔵がない場合は市外の図
書館の所蔵を調べます。
　また、調べたいテーマに対してその情報が掲載され
ている本をお探しします。
　夏休みの自由研究などで「調べ方がわからない！」
そんなときに活用してみてください。
※時間がかかる場合や規則によりお答えできない場合
　がありますのでご了承ください。
【問い合わせ】　上野図書館

◆伊賀郷土史研究会の歩み展

と　き ところ 催物（読み手）

８日㈫
10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）
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～ 青山図書室 おはなしなあに？

９日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり
10日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）
12日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会
16日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

と　き ところ 催物（読み手）
19 日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
20日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）
23 日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会
26日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会
9月1日㈮ 10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）
9月5日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会
9月6日㈬ 10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

８月の読み聞かせ

◆夏休みは図書館で調べものをしませんか？
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【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-69-2101 【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

　信楽高原鐵道が甲賀市水口町牛飼の水田にさし
かかると、車窓から「田んぼアート」が見られます。
今年は、日本遺産に認定された忍者と信楽焼のコ
ラボレーションである「忍者たぬき」が描かれて
います。黄や黒、白など数種類の苗を使い、水田
から浮かび上がるように現れる忍者たぬきをぜひ
ご覧ください。
【見　頃】　10月上旬の稲刈りまで
【ところ】
　甲賀市水口町牛飼の水田（信楽高原鐵道貴生川
駅から紫香楽宮跡駅間）
　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
画推進課
　☎ 0748-69-2190
　℻   0748-63-4087

～車窓に映える“忍者たぬき”～
うしかい田んぼアート

亀山市亀山市

～むか～し むかしの亀山市 人々のくらし～
亀博自由研究のひろば

　はるか昔の人々は、さ
まざまなものをつくりな
がら集団で生活をしてい
ました。
　その多くは、身近な素
材である粘土を材料につ

くられていました。その時代に残されたものから
古代の亀山市に生きた人々の暮らしを考えます。
　夏の１日を親子で一緒に楽しみませんか。
【と　き】　９月３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亀山駅から徒歩約 20分
○名阪国道「亀山 IC」から車で約 10分
【問い合わせ】
　亀山市歴史博物館　☎ 0595-83-3000

◉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。

８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
　名張

２
岡波・名張

３
名張

４
上野

５
　名張

６
　名張

７
　岡波

８
上野

９
岡波・名張

10
　名張

11
　上野

12
　上野

13
　岡波

14
　岡波

15　
　名張

16
岡波・名張

17
　名張

18
　上野

19
　名張

20
　名張

21
　岡波

22
　上野

23
岡波・名張

24
　名張

25
　上野

26
　上野

27
　岡波

28
　岡波

29
　上野

30
岡波・名張

31
　名張

＊小児科以外の
　診療科です。


