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
『遺すことば

一般書
『ドラキュラ女子のための貧血ケア手帖』

作家たちのがん闘病記』
青山 文平 ほか／著

作家たちは、ペンの力でいかに病と向き合っ
たのか。小説家をはじめ、歌人やエッセイスト、

『ぐるぐる♡博物館』
児童書

漫画家ら 17 人が綴った、がんの体験記・闘病
記を収録した一冊です。

絵本
『ゆめねこ』

真珠 まりこ／さく・え

濱 木 珠 恵 ／著
三浦 しをん／著

ある夜、けんちゃんのところにやってきた、
謎のねこ。そのビー玉みたいな目を見ていると、
くるくる目がまわってしまって…？！不思議で
楽しい絵本です。

『りすのきょうだいとふしぎなたね』
小手鞠 るい／作、土田 義晴／絵
『はまべでひろったよ』 ひさかたチャイルド
『りりちゃんのふしぎな虫めがね』
最上 一平／作、青山 友美／絵
絵本
『ようかいえんのなつまつり』
白土 あつこ／作・絵
『はなくそにんじゃ』
よしむら あきこ／作・絵・デザイン

図書館（室）からのお知らせ
〜伊賀鉄道開業 10 周年企画展〜

◆いがてつどうにのってみよう
伊賀鉄道が開業して今年で 10 周年を迎えました。
これを記念して伊賀鉄道の部品などを展示します。
【展示期間】 ９月 27 日㈬〜 10 月１日㈰
※９月 30 日㈯・10 月１日㈰の午前 10 時〜午後４時
には、伊賀線ジオラマ展示を行います。

【ところ】 上野図書館

２階

《人形劇がやってきた》
【と き】

９月５日㈫ 午前 10 時 30 分〜 11 時
【ところ】 青山図書室

９月の読み聞かせ
と

き

ところ

８日㈮ 13：30 〜 青山図書室
上野図書館
９日㈯ 10：30 〜
大山田図書室
13 日㈬ 10：30 〜 いがまち図書室
14 日㈭ 10：30 〜 上野図書館
17 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室
20 日㈬ 10：30 〜 上野図書館
23日(土・祝) 10：30 〜 上野図書館

◆でんしゃがはしるおはなし会
電車など乗り物の絵本や紙芝居の読み聞かせをします。
【と き】 ９月 30 日㈯
①午前 10 時 30 分〜（小さい子向け）
②午後２時〜（小学生向け）
【ところ】 上野図書館 ２階視聴覚室
【問い合わせ】 上野図書館
【内 容】
人形劇「ジャックと豆の木」
（出演：人形劇ボランティア
【問い合わせ】 青山公民館

マンマミーダ）

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）

と

き

おとなカフェ ※大人対象
10：30 〜
おはなしの会
26 日㈫
おはなしたいむ（きらきら）
11：00 〜
ミニサロン「ひまわり」
27 日㈬ 10：30 〜
えほんのひろば（ちいさなねこ） 30 日㈯ 10：00 〜
読み聞かせの会（はあと＆はあと） 10月４日㈬ 10：00 〜
10月６日㈮ 10：30 〜
えほんの森（よもよも）
おはなしの会

ところ

島ヶ原子育て
支援センター
青山図書室
上野図書館
いがまち図書室
いがまち図書室
上野図書館

催物（読み手）
読み聞かせ会（ネェよんで）
おはなしなあに？
おひざでだっこのおはなし会
読み聞かせ会（ぶらんこ）
絵本の時間（お話の国アリス）
絵本と音のカーニバル（Twinkle）

広報いが市 2017 年
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９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

１

金

２

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
４
５
６
８
９
３
７
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
11
13
15
16
10
12
14
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。
18
19
20
22
23
17
21
【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）】
27
29
30
24
25
26
28
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 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。
＊小児科以外の診療科です。
＊小児科以外の診療科です。

上野

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・祝日診療を行っている医療機関は、医療ネットみえコー
※通話料・相談料は無料です。
ルセンター（☎ 24-1199）へお問い合わせください。

☎ 0120-4199-22

募 集

情報交流ひろば

となりまち
甲賀市

亀山市

〜忍者になってミッションをクリア〜

〜かめやま文化年 2017 かめやま芸術祭〜

NINJA THE REAL

まちかど通信

参加者が忍者になり、４
人１組で挑戦する体験型ア
トラクション「NINJA THE
REAL」が開催されます。

４つのステージアトラク
ションを、頭脳・心・技・体を使い、チームで全

コラム

ステージのクリアをめざします。忍者気分を味わ
いに、ぜひお越しください。
【と き】 ９月 23 日（土・祝） 午前９時〜午後５時

【ところ】
旧公立甲賀病院跡地（甲賀市水口町鹿深３-39）
【アクセス】
近江鉄道本線「水口城南駅」から徒歩約 10 分

図書・救急など

新名神高速道路「甲賀土山 IC」から約 20 分
※申し込み・参加費が必要。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。（「NINJA THE REAL」で検索）
【問い合わせ】 （公社）水口青年会議所
☎ 0748-62-3009 ℻ 0748-62-0664

【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-69-2101
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亀山トリエンナーレ 2017

3 年に一度の現代アート
の祭典として、海外や全国
から 102 組のアーティス
トたちが集い、まちがアー
トに染まります。ぜひお越
しください。

亀山トリエンナーレ 2017
【と き】 ９月 24 日㈰〜 10 月 15 日㈰
午前 10 時〜午後５時（最終日のみ午後４時まで）
【ところ】 亀山市東町商店街、西町周辺
アートイベント
【と き】 10 月８日㈰ 午前 10 時〜
【ところ】 亀山市東町商店街など

【内 容】 路上公開制作や似顔絵広場、子どもた
ちのパレードなど
【アクセス】 JR「亀山駅」から徒歩約 15 分
【問い合わせ】 亀山市市民文化部文化振興局文化
スポーツ室

☎ 0595-84-5079

【問い合わせ】 亀山市広報秘書室 ☎ 0595-84-5021

