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図書館
　だより
図書館
　だより

■一般書　
『寄付をしてみよう、と思ったら読む本』
 渋澤　健ほか／著
『家をセルフでビルドしたい』 阪口　克／著
『でらうまカンタン！名古屋めしのレシピ』
 Swind ／著
■児童書
『<超・多国籍学校>は今日もにぎやか！』
 菊池　聡／著
『アンネのこと、すべて』
 アンネ ･フランク ハウス／編
『金栗四三』 大谷　じろう／まんが
■絵本
『もももすももも　はやくちことばえほん』
 新井　洋行／作
『ぼくはなにいろのネコ？』
 ロジャー ･デュボアザン／さく
『おじいちゃんがペンギンやったとき』
 モラグ ･フッド／作

《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
『金の鳥』
 八百板　洋子／文、さかた　きよこ／絵
　三人の王子たちは、王様の命令で、金の鳥を探す
旅に出ました。一番勇気がある一番下の弟は、謎の
おじいさんに導かれ、不思議なお城に辿り着きます。
ブルガリアの昔話です。

□一般書　
『空をゆく巨人』 川内　有緒／著
　現代美術界の巨匠・蔡 国強と、アートとは無縁だっ
た市井の人・志賀 忠重。ひょんなことから出会った
二人は、東日本震災後のいわき市に美の奇跡を起こ
します。第 16 回開高健ノンフィクション賞受賞作
です。

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）

3 月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

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

13日㈬ 14：30～ 青山図書室 おとなカフェ

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）

20日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

22日㈮ 10：30～ 上野図書館 絵本と音のカーニバル（Twinkle）

23 日㈯ 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

14：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

4月3日㈬ 10：30～ 青山子育て支援センター あかちゃん　こんにちは（だっこ）

【と　き】　3月 31日㈰　午後２時集合
○午後 2時 17分　忍者市（上野市）駅発車
○午後 3時 24分　忍者市（上野市）駅到着解散
【集合場所】　忍者市（上野市）駅前
【対象者】　未就学児と保護者　30組
【参加費】　○ 1組：500円
○パーク＆ライド駐車場利用の組：720円
　（1日フリー乗車券代）
【申込受付開始】3 月 11日㈪　午前 10時～
【申込方法】　電話または下記申込先窓口まで
【申込先】　伊賀鉄道上野市駅　☎21-3231
【問い合わせ】　上野図書館

伊賀鉄道忍者線で
　　　「おはなしでんしゃ」が走る！
電車の中で忍者に関する絵本や紙芝居の読み聞かせ
会を開きます。

【と　き】3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】世界こども博覧会

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・祝日診療を行っている医療機関は、救急医療情報センター 
コールセンター（☎ 059-229-1199）へお問い合わせください。

◉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。

3 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

29
　上野

30
　上野

31
　名張

＊小児科以外の診療科です。
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※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。

　
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 · かめやまとなりまち　い
甲賀市甲賀市

　平安時代、天皇が即位
するごとに皇女が名代と
して京の都から伊勢神宮
に送られた行列「斎王群
行」を再現。旧東海道を
総勢約 70人が雅な平安
衣装を身にまとい厳かに
群行します。ロマンあふ
れる平安絵巻の世界をお
楽しみください。

【と　き】　3月 24日㈰
　午後 0時 15分～ 3時 50分
【ところ】　甲賀市立大野小学校（甲賀市土山町大
野 949番地）～垂水斎王頓宮跡
【アクセス】
　新名神高速道路「甲賀土山 IC」から国道１号
を大津方面へ約 2.5km
【問い合わせ】
　あいの土山斎王群行実行委員会事務局
　あいの土山文化ホール（月曜休館）
　☎ 0748-66-1602　℻  0748-66-1603

第22回あいの土山斎王群行
～ロマンあふれる平安絵巻の世界～

亀山市亀山市

太岡寺畷さくらまつり
～桜のトンネルを歩いて春を満喫～

　「太岡寺畷さくらまつ
り」は、鈴鹿川沿いの道
の両側に桜が並び咲き、
春らんまんの季節を感じ
られる亀山の桜の名所で
す。桜の開花より毎日夜
のライトアップも行われ
ます。まつり当日は、出
店や各種イベントが催さ
れます。
　うららかな日差しの中、春色に染まるトンネル
をゆったりと散歩してみてはいかがでしょうか。
【と　き】　4月 7日㈰　午前 10時～午後２時
【ところ】
　亀山市太岡寺町 1294番地の２周辺
【アクセス】
　名阪国道「亀山 IC」から車で約５分
※当日は会場付近で交通規制があります。
【問い合わせ】
　神辺地区ふれあいまちづくり協議会
　☎ 0595-82-1818


