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図書館
　だより

▪一般書　

『日本昭和トンデモ児童書大全』 中柳　豪文／著

『私が食べた本』 村田　沙耶香／著

『人生はどこでもドア』 稲垣　えみ子／著

▪児童書

『おとのさま、ほいくしさんになる』

 中川　ひろたか／作、田中　六大／絵

『ヴンダーカンマー ここは魅惑の博物館』

 樫崎　茜／著、上路　ナオ子／画

『やんばるの森』 湊　和雄／写真・文

▪絵本

『ぞうだぞう』 川崎　洋／作、古川　タク／絵

『だいだいだいすき』

 石津　ちひろ／ぶん、たかくわ こうじ／え

『まめとすみとわら』 せな　けいこ／ぶん・ え

《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

▪絵本

『ほしじいたけほしばあたけ

　　いざ、せんにんやまへ』 石川　基子／作

　ほしじいたけとはしばあたけは、病気にかかった

きのこの子どもたちを救うため、薬づくりの名人、
きのこせんにんの住む遠い山に向かいます。ところ
が、きのこせんにんはお酒のお風呂で酔っ払ってし
まっていて ･･･。二人は無事に薬を持ち帰ることがで
きるのでしょうか。

▪一般書　

『全国もなかぼん』 オガワ　カオリ／著

　日本全国から集められた、可愛くて、面白い形の

もなか 250 点をほぼ実寸サイズの写真付きで紹介し
ています。生き物、植物、乗り物、建築物、縁起物
などをモチーフとした、さまざまな形のもなかを見
るだけでも楽しい１冊です。伊賀市のもなかも１点
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）

2 月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

8 日㈮ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

9日㈯
10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

10：30～ 上野図書館 おはなしの会

14日㈭ 10：30～ 上野図書館 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）

18日㈪ 10：40～ 島ヶ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネェよんで）

19日㈫ 11：00～ 青山図書室 おはなしなあに？

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

3月5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

　お気に入りの文庫本をす
てきな布の表紙に改装しま
す。世界で１冊だけの本づ
くりを楽しみましょう。

【と　き】　2月17日㈰
　午後２時～　※２時間程度

【ところ】上野図書館　２階視聴覚室
【講　師】造本作家　鈴木　敬子さん
【定　員】15 人　※先着順　
【参加費】1,000 円（材料費）
【持ち物】　文庫本（製本のために表紙を切り取って
も良いもの）、はさみ、おしぼり、筆記用具

【申込受付開始日】２月７日㈭　午前９時～
【申込方法】　電話
【申込先・問い合わせ】　上野図書館　☎ 21-6868

ルリユール（製本）講座 
～あなただけの 1 冊を作ってみませんか～

【と　き】2 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】木目込み人形師　筒井　景春

今月の「郷土の歴史夜咄会」
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◦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）

◦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。

2 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

日 月 火 水 木 金 土
1

　上野

2

　名張
3

　名張

4

　岡波

5　　

　名張

6

岡波・名張

7

　名張

8

　上野

9

　上野
10

　岡波

11

　岡波

12

　上野

13

岡波・名張

14

　名張

15

　上野

16

　名張
17

　名張

18

　岡波

19

　名張

20

岡波・名張

21

　名張

22

　上野

23

　上野
24

　岡波

25

　岡波

26

　上野

27

岡波・名張

28

　名張

＊小児科以外の診療科です。
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※二次救急（重症）の人が対象です。
※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。

　

情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市秘書広報課　☎0748-69-2101 【問い合わせ】　亀山市広報秘書Ｇ　☎0595-84-5021

となりまち　いが· こうか · かめやま

甲賀市甲賀市

　甲賀市観光協会で
は、忍者にゆかりのあ
る甲賀市内 14 寺社の
朱印を集める巻物型の

「甲賀流忍者朱印帳」
を販売しています。
　巻物型の珍しい朱印
帳を片手に、甲賀市内各所にある魅力ある社寺を
巡ってみてはいかがでしょうか。

【価　格】　1,500 円（税込）
※郵送希望の場合は、下記までお問い合わせくだ

さい。
【購入方法】

　甲賀市観光協会または甲賀市観光協会ホーム
ページをご覧いただき住所・氏名・電話番号・購
入希望の絵柄番号を記入の上、下記までメールま
たはファックスで申し込みください。

【申込先・問い合わせ】　甲賀市観光協会
　☎ 0748-60-2690　ＦＡＸ 0748-60-2362
　　 info@koka-kanko.org
　HP http//www.koka-kanko.org

巻物の忍者朱印帳で免許皆伝

～甲賀流忍者朱印帳～

亀山市亀山市

東海道のおひなさま　亀山宿・関宿

～伝統的な建物とおひなさまの調和～

　伝統的な建物が並ぶ
旧東海道「亀山宿」と

「関宿」の街道沿いに、
江戸時代から現代まで
のさまざまなおひなさ
まが飾られます。
　初日のオープニングセレモニーを始めとして、
期間中は「関宿おひなさま市」（３月２日㈯）な
ど各種イベントが開催されます。
　受け継がれてきた建物とおひなさまが作るまち
なみをゆったり散策してみてはいかがでしょうか。

【と　き】　２月９日㈯～３月３日㈰
【ところ】　○亀山宿：亀山市本町～布気町
○関宿：亀山市関町木崎～関町新所

【アクセス】

○亀山宿：JR 亀山駅から徒歩約 15 分
○関宿：JR 関駅から徒歩約５分

【問い合わせ】

　東海道のおひなさま亀山宿・関宿実行委員会
　（亀山市観光協会内）
　☎ 0595-97-8877


