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
『おかげさまで、注文の多い笹餅屋です』
桑田 ミサオ／著

一般書
『にっぽんの履歴書』
門井 慶喜／著
『オンナの奥義』
阿川 佐和子／著、大石 静／著

60 歳から餅作りを始め、75 歳で起業した
著者は、90 歳を過ぎた今もひとりで年間５万

『滋賀酒 近江の酒蔵めぐり』
滋賀の日本酒を愛する酔醸会／編
児童書

個もの笹餅を作っています。津軽の名物おばあ
ちゃんが、おいしい笹餅を作るための研究の
日々の様子を綴ります。

絵本
『ブルドッグたんていときえたほし』
谷口 智則／作・絵

ブルドッグたんていは、夜空から消えてし
まった星を探すという仕事を依頼されました。
さまざまな場所で聞き込みをして、ついに星の
行方をつきとめますが…。ブルドッグたんてい
は、星を夜空に戻すことができるのでしょうか。

図書館（室）からのお知らせ
貸し出しランキング

と

【一般書】

２位『蜂蜜と遠雷』

東野
恩田

３位『君の膵臓をたべたい』
住野
４位『火花』
５位『危険なビーナス』

６位『素敵な日本人』
７位『希望荘』
『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
８位『劇場』
９位『月の満ち欠け』
10 位『雪煙チェイス』

圭吾／著
陸／著
よる／著

又吉 直樹／著
東野 圭吾／著

東野 圭吾／著
宮部 みゆき／著
東野 圭吾／著
又吉 直樹／著
佐藤 正午／著
東野

４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）

〜平成 29 年度〜

１位『恋のゴンドラ』

『大根はエライ』
久住 昌之／文・絵
『こども武士道』
齋藤 孝／監修
『ごみはどこへ行くのか ?』
熊本 一規／監修
絵本
『スプーンちゃん』
小西 英子／さく
『いろいろいろんなかぞくのほん』
メアリ・ホフマン／ぶん、ロス・アスクィス／え
『ねこでんしゃ』
山口 マオ／作

圭吾／著

※児童書の貸し出しランキングは、広報いが市５
月１日号でお知らせします。

き

10 日㈫ 10：30 〜

ところ

催物（読み手）

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 〜 いがまち図書室 ミニサロンひまわり
12 日㈭ 10：30 〜 上野図書館
14 日㈯ 10：30 〜

えほんのひろば（ちいさなねこ）

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）

15 日㈰ 10：30 〜 阿山図書室

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

17 日㈫ 11：00 〜 青山図書室

おはなしなあに？

18 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

えほんの森（よもよも）

25 日㈬ 10：30 〜 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

27 日㈮ 11：30 〜 青山図書室

おとなカフェ

28 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

広報いが市 2018 年
（平成 30 年）４月１日号
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お知らせ拡大版

４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

お知らせ

月
火
水
木
金
土
２
３
４
６
７
５
≪実施時間帯（岡波総合病院）
≫
＊小児科以外の診療科です。
名張
岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野 月曜日：午後５時〜翌日午前９時 水曜日：午後５時〜翌日
９
10
11
13
14
８
12
午前８時45 分 日曜日：午前９時〜翌日午前８時45 分
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 名張 ※月・水曜日が祝日の場合、午前９時〜翌日午前８時 45 分
16
18
20
21
15
17
19
名張 岡波 名張 岡波・名張 名張 上野 上野 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。
23
24
25
27
28
22
26
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
岡波 岡波 上野 岡波・名張 名張 上野 上野
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
29
30
＊小児科以外の診療科です。
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
名張 岡波
※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。
１

日

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、救急医療情報セン
※通話料・相談料は無料です。
ター コールセンター（☎ 059-229-1199）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

いが · こうか · かめやま

甲賀市
〜水口囃子にのせて曳山 巡行〜
水口曳山祭り

まちかど通信
コラム

滋賀県の無形民俗文
化財に指定されている
水口曳山祭りは、宵宮
祭、例大祭の２日間に
わたり開催されます。
祭りの見どころは、若衆や子どもらが笛や太鼓で
奏でる「水口囃子」にのせておこなう曳山巡行です。
東海道 50 番目の宿場町「水口宿」で行われる
水口曳山祭りにぜひお越しください。
【と き】
宵宮祭
４月 19 日㈭

午後４時〜９時

図書・救急など

例大祭・曳山巡行
４月 20 日㈮ 午前９時〜午後９時
【ところ】 水口神社境内ほか町内一円
【アクセス】 近江鉄道「水口城南駅」から徒歩約３分
【問い合わせ】 甲賀市観光協会・水口まつり保存
振興会 ☎ 0748-60-2690
【問い合わせ】 甲賀市広報課
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☎ 0748-69-2101
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亀山市
〜夜空の神秘に触れて〜

鈴鹿峠自然の家 天文台「童夢」
美しい星空が広がる自然豊か
な鈴鹿山麓中腹に建てられた鈴
鹿峠自然の家天文台「童夢」。
直径 3.5 ｍの天文台には、口

径 40cm の大型天体望遠鏡が設
置され、季節により月のクレーターや土星の輪、
星雲・星団をはっきり見ることができます。
毎月、無料開放を行っていますのでぜひお越し
ください。
※無料開放日など、詳しくはインターネットで「鈴
鹿峠自然の家」と検索してください。
※雨天・曇天の場合は観察できません。

【ところ】 鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
（亀山市関町沓掛 123 番地）
【問い合わせ】
教育委員会生涯学習課社会教育グループ

☎ 0595-84-5057
☎ 090-5114-1670（無料開放当日のみ）

【問い合わせ】 亀山市政策課

☎ 0595-84-5022

