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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『「行動できない」自分からの脱出法！』

大嶋　信頼／著
『こぽこぽ、珈琲』　　阿川　佐和子〔他〕／著
■児童書
『こども座右の銘 280』

シャスタインターナショナル／編
『イスラム世界やさしいQ＆A』　　 

岩永　尚子／著
『ねこの町のダリオ写真館』

小手鞠　るい／作
■絵本
『ふりかけヘリコプター』

　 石崎　なおこ／作・絵
『貝の火』　宮沢　賢治／作、おくはら ゆめ／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
『どうぶつマンションにようこそ』

二宮　由紀子／文、高畠　純／絵
　ここはいろいろな動物が住んでいるどうぶつ
マンションです。1階には「ウ」、2階には「カバ」、
3階には「コアラ」、4階には「カピバラ」が住
んでいて…。いったい 15階には誰が住んでい
るのかな？楽しいことばあそびの絵本です。

□一般書　
『長谷園「かまどさん」で毎日レシピ』

サルボ恭子／著
　伊賀の土でできた土鍋「かまどさん」を使っ
て、食卓を豊かにしてみませんか。和風のご飯
ものはもちろん、洋風、中華風ご飯から常備菜、
かんたんデザートまで、たくさんのレシピが紹
介されています。

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）

と　き ところ 催物（読み手）

９日㈫ 10：30～
阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

11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 絵本と音のカーニバル（Twinkle）

11：30～ 青山図書室 おとなカフェ　※大人対象

13日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会

大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

17日㈬ 10：30～
上野図書館 えほんの森（よもよも）

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）

24 日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

25日㈭ 10：30～ 島ヶ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネェよんで）

27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

30日㈫ 15：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

２月２日㈮ 10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）

２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

1 １月の読み聞かせ

　伊賀の歴史について身近な話題を中心に語ります。　
【と　き】　１月 12日㈮　午後６時～７時 30分
【ところ】　上野図書館　２階視聴覚室
【内　容】　○テーマ：「高旗山スケートリンク」
○講師：地域誌『伊賀百筆』　編集長　北出　楯夫さん
【問い合わせ】　上野図書館

◆郷土の歴史夜
よばなし
咄会《その４》

　図書館の本から、すてきな言葉や書体、構図や装飾
方法を探し出して、葉書に墨などで自由に表現しま
しょう。書道師範の図書館司書がお手伝いをします。
【と　き】　１月 28日㈰
①午前 10時 30分～　②午後２時 30分～
【ところ】　上野図書館　２階視聴覚室
【参加費】　400円（材料費）
【持ち物】　書道用具など
【定　員】
　各回 20人　※先着順
【申込方法】　電話
【申込受付開始日】
　１月13日㈯　午前９時～
【申込先・問い合わせ】　上野図書館

◆図書館活用術「本と墨で楽しむ言葉」
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情報交流ひろば

【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

　滋賀県を題材にした狂言「おうみ狂言図鑑～ニ
ンジャカジャと大名、そしてちょっとタロウカ
ジャ～」が、彦根城の井伊家に仕えた、大蔵流狂
言の狂言師、茂山千五郎家により上演されます。
　甲賀忍者が主人公の「ちょっとシュールなアド
ベンチャーコメディ」を、ぜひお楽しみください。
【と　き】　１月 27日㈯　午後２時～
【ところ】　甲賀市あいこうか市民ホール（甲賀市
水口町水口 5633）
【アクセス】　○近江鉄道水口城南駅から徒歩約２分
○甲賀市役所から徒歩約１分
【料　金】　一般：2,000 円
　25 歳以下：1,000 円
（全席自由、未就学児入場不可）
【チケット販売・問い合わせ】
　甲賀市あいこうか市民ホール
※月曜休館
　☎ 0748-62-2626　℻   0748-62-2625

～これが忍者！？爆笑必至の茂山狂言～
おうみ狂言図鑑2018春公演

亀山市亀山市

～伝統の冬の風物詩～
北勢名物 亀山大市

　100年以上伝統的に
続いている北勢名物の
行事「亀山大市」。旧
東海道の通りである商
店街が歩行者天国にな

り、約１kmにわたり多くの露店が軒を並べるほ
か、多彩なイベントもあり、毎年大勢の人でにぎ
わいます。
【と　き】
　１月 27日㈯・28日㈰
　午前 10時～午後 4時（一部イベントを除く。）
【ところ】
　亀山市東町、本町商店街一帯など
【アクセス】
　JR亀山駅下車北へ徒歩約 10分
【問い合わせ】
　亀山大市実行委員会事務局
　☎ 0595-82-1331

国民年金のはなし
◆新成人の皆さんへ

　国民年金は、年をとったときなどの生活を、現役世
代みんなで支えるために作られた仕組みです。▲

将来の大きな支えになります
　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料
を納める制度です。国が責任をもって運営するため、安
定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。▲

老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、
病気や事故で障がいが残ったときに受け取れる障害年
金や、加入者が死亡した場合、その加入者により生計
を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）
が受け取れる遺族年金もあります。（受給期間は、子が
18歳に達した年度末、または１級・２級の障がいのあ
る子が20歳になるまで）
◆「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
○学生納付特例制度：学生は一般的に所得が少ないた

　め、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の
　納付が猶予される制度です。対象者は、学校教育法に規
　定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門
　学校、専修学校、各種学校（修業年限１年以上である課
　程）、一部の海外大学の日本分校に在学する人です。
○納付猶予制度：対象者は学生でない 50歳未満の人
　で、本人や配偶者の所得が一定額以下の場合に、国
　民年金保険料の納付が猶予される制度です。
◆保険料は口座振替による前納ができます
　保険料を前もって納めると、保険料が割り引きされ
ます。希望する場合は期限内に申し込んでください。
【申込期限】　２年前納、１年前納、６カ月前納（４月
～９月分）：毎年２月末日
　６カ月前納（10月～翌年３月分）：毎年８月末日
【問い合わせ】 保険年金課　各支所住民福祉課
津年金事務所国民年金課　☎ 059-228-9112

【問い合わせ】保険年金課
　☎ 22-9659　℻   26-0151
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