図書館
だより

《問い合わせ》
上野図書館 ☎ 21-6868 ＦＡＸ 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
『過去六年間を顧みて』

▪一般書
『お金で読み解く明治維新』
大村 大次郎／著
『最後まで、あるがまま行く』 日野原 重明／著

かこ さとし／著

大正 15 年生まれの絵本作家で、数々の名作を
世に送り出してきたかこさとしが、小学校卒業時
に６年間の思い出をつづった絵日記を再録。戦前
の学校生活、次第に戦時色に包まれていく当時の
様子を伺い知ることのできる貴重な記録です。

『このお守りがすごい！』
中津川 昌弘／著
▪児童書
『ソラタとヒナタ ともだちのつくりかた』

かんの ゆうこ／さく、くま あやこ／え
『羽毛恐竜』
大島 英太郎／作
『リメンバー・ミー』
アンジェラ・セルバンテス／作
▪絵本
『ぎょうれつのできるチョコレートやさん』
ふくざわ ゆみこ／さく
『バナナおいしくなーれ』 矢野 アケミ／さく
『さとやまさん』
工藤 直子／文、今森 光彦／写真

▪絵本
『たぬきの花よめ道中』
最上 一平／作、町田 尚子／絵

山に住むたぬきが、大都会のどまん中のたぬき
村へお嫁入りすることになりました。たぬきに
とっては、ニンゲンがいっぱいの都会は、へんぴ
な最果てのへき地。ニンゲンに化けたたぬきたち
が、はじめての都会を行く珍道中を描きます。

図書館（室）からのお知らせ
今月の「郷土の歴史夜咄会」

【と

き】６月 15 日㈮

午後６時～７時 30 分

【ところ】上野図書館 ２階視聴覚室
【テーマ】山本茂貴氏の遺したもの

歴史企画展・講演会

上野図書館所蔵の歴史資料が伊賀市有形文化財に

指定されたことを記念して、展示を行います。また
関連した講演会を開催します。

【期 間】６月 16 日㈯～ 24 日㈰ ※月曜休館
【ところ】上野図書館 ２階展示コーナー
い がのくにかみ つ げ むらならびにおうみのくに わ た
ご たん だ むら
【展示物】伊賀国上柘植村 并 近江国和田・五反田村
さんろんかんけいもんじょ
山論関係文書

◆講演会
い が そうこくいっ き
【テーマ】「伊賀惣国一揆と山論文書」
【と き】 ６月 17 日㈰ 午後２時～３時 30 分

【ところ】 上野図書館 2 階視聴覚室
【講 師】 三重大学教育学部教授 藤田達生さん
【定 員】 50 人 （申込制）
【申込方法】 電話

【申込受付開始】 ６月８日㈮

午前９時～

【申込先・問い合わせ】 上野図書館

６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）

と

き

9 日㈯ 10：30 ～

13 日㈬

ところ

催物（読み手）

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）

10：30 ～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり
15：00 ～ 青山図書室

14 日㈭ 10：30 ～ 上野図書館

おとなカフェ
えほんのひろば（ちいさなねこ）

15 日㈮ 10：00 ～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）
17 日㈰ 10：30 ～ 阿山図書室

読み聞かせの会（はあと & はあと）

20 日㈬ 10：30 ～ 上野図書館

えほんの森（よもよも）

23 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

27 日㈬ 10：30 ～ 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

28 日㈭ 10：30 ～ 青山図書室

おはなしなあに？
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◦各病院の受け入れ体制
日

月

火

水

６月の二次救急実施病院
木

金

１

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 し

◦ 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
【所在地】
上野桑町 1615 番地 ☎ 22-9990
健康相談ダイヤル 24

【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・日曜日および祝日診療を行っている医療機関については、次にお問い合わせ
ください。救急医療情報センター コールセンター（☎ 059-229-1199）
※通話料・相談料は無料です。

☎ 0120-4199-22

募

情報交流ひろば

となりまち

集

甲賀市

亀山市

みんなで植えよう田んぼアート

亀山公園第 21 回花しょうぶまつり

まちかど通信

～田植え体験参加者募集～
【と き】 6 月 10 日㈰
受付開始：午前 8 時 30 分（小雨決行）
【ところ】
国道 307 号「庚申口」交差点から約 150 ｍ甲
南方面に進んだ水田
【参加料】 １人 300 円（おにぎり・お茶付き）

コラム

※申し込みは不要です。
※汚れても良い服装で直接お越しください。
【主 催】
うしかい田んぼアート実行委員会
※詳細はお問い合わせください。
【問い合わせ】

図書・救急など

甲賀市観光企画推進課
観光振興係
☎ 0748-69-2190
ＦＡＸ 0748-63-4087

【問い合わせ】 甲賀市秘書広報課 ☎ 0748-69-2101
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～ 100 種 12,000 株の花しょうぶが
皆さんをお出迎え～

亀山市の花でもある花
しょうぶが、毎年 6 月上旬
に見ごろを迎えます。それ
に合わせ毎年「花しょうぶ
まつり」が開催され、花しょうぶの栽培指導・販売、
地元特産物をはじめとした各種出店、野点、写真
コンテスト、小学生以下対象の写生大会、バルー
ンアートなどが催されます。
4,000㎡の敷地に、さまざまな色や形で咲き並
ぶ花しょうぶを観賞しながら、ゆったりとした初
夏のひと時を過ごしてみませんか。
【と き】 ６月 10 日㈰
午前 10 時～午後３時 （雨天決行）
【ところ】 亀山公園内菖蒲園
（亀山市若山町７ 亀山中学校北側）
【アクセス】 JR 亀山駅から徒歩約 13 分
名阪国道「亀山 IC」から車で約６分
【問い合わせ】 花しょうぶまつり実行委員会事務局
（公財）亀山市地域社会振興会内 ☎ 0595-82-7111
【問い合わせ】 亀山市広報秘書Ｇ ☎ 0595-84-5021

