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

一般書
『プラスチックの現実と未来へのアイデア』
高田 秀重／監修

『ようこそ
「料理が苦痛」
な人の料理教室へ』
本多 理恵子／著
『紙幣の日本史』
加来 耕三／著
『パパ、ママ、あのね…』 マリア・モンテッソーリ／著

私たちが生活の中で大量に消費するプラスチックの
ごみが、細かく砕けて海に流れ込み、生態系に深刻な

児童書
『親子で楽しむかんたんプラモデル』 廣田 恵介／著

影響をもたらしています。その環境汚染の現実を明ら
かにし、循環型社会を実現するためのアイデアを提案
します。

『
「ハッピーな部活」
のつくり方』
中澤 篤史／著、内田 良／著
『だれもしらない図書館のひみつ』
北川 チハル／作、石井 聖岳／絵
絵本
『でんぐりごろりん』
ふくだ じゅんこ／作
『おかしなおきゃくさま』
ペク・ヒナ／作、中川 ひろたか／訳
『じょうききかんしゃビーコロ』
ミノオカ リョウスケ／作・絵

絵本
『やさいのがっこう キャベツくんおはなになる?』
なかや みわ／さく
おいしい野菜になるために野菜の学校に通う、野
菜の子どもたち。本が大好きなキャベツくんは、あ
る日、野菜のずかんを見ていて、キャベツにも花が
咲くことを知ります。自分は野菜ではなく花の仲間
なのかもしれない、と心配になるのですが…。

図書館（室）からのお知らせ
◆今月の上野図書館の
「郷土の歴史夜咄会」

【と き】
【ところ】
【テーマ】
【講 師】

12月20日㈮ 午後６時〜７時30分
上野図書館 ２階視聴覚室
立志伝中の実業家 増田 嘉兵衛
地域誌「伊賀百筆」編集長
北出 楯夫さん

◆あきらめないで！読書の楽しみ

文字が読みにくくなった人やその家族など全て
の人に点字図書や録音図書（デイジー図書）、大
活字図書を知っていただくため、図書の展示と録
音図書の体験会を開催します。
【と き】
図書の展示：12月7日㈯〜26日㈭
※月曜休館
読書体験会：12月10日㈫・11日㈬
午前10時〜午後３時
※再生機やパソコンを使って録音図書の使い方を
紹介します。
【ところ】 上野図書館 1階
【問い合わせ】 上野図書館

1 2 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

ところ

10日㈫ 10：30〜 阿山図書室
14日㈯ 10：30〜

18日㈬

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

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
17日㈫

催物（読み手）

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

11：30〜 青山図書室

おとなカフェ（おとな対象）

10：30〜 上野図書館

えほんの森（よもよも）

11：00〜 島ケ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネエ・よんで）

20日㈮ 10：00〜 いがまち図書室

絵本の時間（お話の国アリス）

24日㈫ 11：00〜 青山図書室

おはなしなあに？

25日㈬ 10：30〜 上野図書館

おひざでだっこのおはなし会

1月5日㈰ 10：30〜 上野図書館

ことばで伝えるおはなし会

広報いが市 2019 年
（令和元年）12 月１日号
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お知らせ拡大版

各病院の受け入れ体制

12 月の二次救急実施病院

≪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
５
６
７
≪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 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
12
13
14
８
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 上野 名張 ※月・水曜日が祝日、年末の場合、午前９時〜翌日午前８
16
18
19
20
21
15
17
時45 分
名張 岡波 名張 岡波 名張 上野 上野
救急車での搬送限定ではありませんが事前連絡が必要です。
23
24
25
26
27
28
22
【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
岡波 岡波 上野 岡波 名張 上野 上野
【名張市立病院（☎ 61-1100）】
29
30
31
＊小児科以外の診療科です。
【岡波総合病院（☎ 21-3135）】
名張 岡波 上野
※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】 内科・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。
◆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
間体制でお応えします。
コールセンター（☎ 059-229-1199）へお問い合わせください。
※通話料・相談料は無料です。

☎ 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

亀山市

〜水口・伊賀上野・亀山の城と城下町〜

〜関宿観光の後は足湯で一息〜

水口岡山城は、天正 13（1585）年に豊臣政
権の拠点城郭として築かれました。
このフォーラムでは、大学教授や各市の文化
財担当者を迎
え、織豊期か
ら近世初頭の
城と城下町を
テーマに、伊
賀市、
亀山市、
甲賀市の城と
城下町との比
較 を 通 し て、
▲水口岡山城と城下町
それぞれの魅力に迫ります。
【と き】 12 月８日㈰
午後１時 30 分〜４時 30 分
（開場：午後１時）
【ところ】 碧水ホール
（滋賀県甲賀市水口町水口 5671 番地）
【問い合わせ】
甲賀市歴史文化財課
☎ 0748-69-2251 ℻ 0748-69-2293

関宿観光駐車
場の東隣にある
足湯施設です。
塩分濃度が高
いため、入浴す
ると皮膚に塩分
が付いて汗の蒸
発 を 防 ぐ の で、
保温効果が高い
と言われている温泉です。
関宿へお越しの際は、ぜひ小萬の湯へお立ち寄
りください。
【利用時間】 午前 10 時〜午後５時
【定休日】 月曜日、年末年始
（12 月 29 日〜１月３日）
※月曜日が祝日または振替休日の場合はその翌日
【ところ】
亀山市関町新所 1974 番地の１
【問い合わせ】
亀山市地域観光課観光交流グループ
☎ 0595-96-1215

水口岡山城歴史フォーラム

まちかど通信
コラム
図書・救急など

【問い合わせ】 甲賀市秘書広報課
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関宿足湯交流施設小萬の湯

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