
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

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㈯
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上野図書館

大山田図書室

青山図書室

阿山図書室

大山田図書室

上野図書館

いがまち図書室

上野図書館

青山子育て支援センター

おはなしの会

おはなしたいむ（きらきら）

おとなカフェ

読み聞かせの会（はあと＆はあと）

あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

えほんの森（よもよも）

絵本の時間（お話の国アリス）

おひざでだっこのおはなし会

あかちゃん　こんにちは（どようっこクラブ）

□一般書

『ユネスコ世界の無形文化遺産』

マッシモ・チェンティーニ／編著

　ユネスコが指定する世界の無形文化遺産は、祭礼行

事、伝統工芸、芸能など、多岐にわたります。日本の

歌舞伎や和紙を含む57件の無形文化遺産が、色鮮や

かな写真とともに地域別に紹介されています。

□絵本

『ないしょのオリンピック』

もとした いづみ／ぶん、やまぐち かおり／え

　おうちの人がでかけたあとの家の中で、ないしょ

のオリンピックが始まりました。聖火が灯される開

会式から閉会式まで、ページのすみずみまで楽しめ

る絵本です。

■一般書　

『弾丸メシ』　　　　　　　　　　　 堂場　瞬一／著

『明智光秀伝』　　　　　　　　　　　藤田　達生／著

『旅客機から見る日本の名山』　 　　　須藤　茂／著

■児童書

『ねんどのパン屋さん』　　　　　　岡田　ひとみ／作

『あらいぐまのせんたくもの』

大久保　雨咲／作、相野谷　由起／絵

■絵本

『ふとんがふっとんだ』　　　　　　　新井　洋行／作

『なんと！ようひんてん』　　　　　　石川　基子／作

◆にゃんにゃんにゃんのおはなし会＆チャームづくり
　猫の日に、フェルトで猫の

肉球のチャームを作ります。

　また、猫をテーマに絵本の

読み聞かせをします。

【と　き】　２月22日㈯

　午後２時～３時20分

【ところ】　上野図書館　２階視聴覚室

【絵本読み手】　ボランティアグループ　いがぐり、

　よもよも、ちいさなねこ

【布工作講師】

　布の絵本作成グループお針子チクチク

【対象者】　小学生　※保護者同伴可

【持ち物】　はさみ・筆記用具

【定　員】　30人　※先着順

【申込受付開始日】　２月８日㈯　午前９時～

【申込方法】　電話または来館

【申込先・問い合わせ】　上野図書館

◆いがまち・阿山・大山田・青山図書室休室のお知らせ
　２月23日㈰は祝日（天皇誕生日）のため休室

します。

※休室中の図書の返却は、ブックポストをご利用

ください。

◆今月の上野図書館の「郷土の歴史夜咄会」
【と　き】　２月21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】　社寺の復興に尽力した　小天狗　清蔵

【講　師】　地域誌「伊賀百筆」編集長　北出　楯夫さん
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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

　NHK 連続テレビ小
説「スカーレット」の
舞台、甲賀市信楽町に
物産館が昨年 12 月に
オープンしました。「ス
カーレット」で甲賀を
盛り上げる推進協議会
グッズをはじめスカーレット公式商品、信楽焼や
朝宮茶など取り揃えています。
　３月 28 日㈯まで「スカーレット」展を開催
中の信楽伝統産業会館（信楽町長野 1142 番地）
からも近いので、散策の途中にぜひお立ち寄りく
ださい。
【営業時間】

○平　日　午前 11 時～午後４時
○土日祝　午前 10 時～午後４時
※火・水定休
【ところ】　甲賀市信楽町長野 1159 番地
※専用駐車場はありません。
【問い合わせ】　甲賀市観光企画推進課
　☎ 0748-69-2198　℻   0748-63-4087

～スカーレット関連のお土産物屋さんが登場～
物産館「緋色の商店街」

亀山市亀山市

～おかげさまで 10 周年記念～
東海道のおひなさま 亀山宿・関宿

　 旧 東 海 道 亀 山
宿・関宿の街道沿
いの公共施設や民
家・店舗など、約
90 カ所にひな人
形が飾られます。
　２月 15 日㈯の
オープニングセレ
モニーをはじめ、亀山市で人気のマルシェ「かめ
まる」の開催、抽選会に応募できる「東海道のお
ひなさま 手形スタンプラリー」など、期間中さ
まざまな催しが行われます。
【と　き】　２月 15 日㈯～３月７日㈯
【ところ】

○亀山宿：亀山市本町～布気町
　　　　　駐車場：市民協働センターみらい
○関　宿：亀山市関町木崎～関町新所
　　　　　駐車場：関宿観光駐車場
【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

▲緋色の商店街

◉伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】　内科・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、診療終了時間の 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。

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

　名張
２

　名張

３

　岡波

４

　名張

５

　岡波

６

　名張

７

　上野

８

　上野
９

　岡波

10

　岡波

11　

　上野

12

　岡波

13

　名張

14

　上野

15

　名張
16

　名張

17

　岡波

18

　名張

19

　岡波

20

　名張

21

　上野

22

　上野
23

　岡波

24

　岡波

25

　上野

26

　岡波

27

　名張

28

　上野

29

　名張

＊小児科以外の診療科です。

※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。
※二次救急（重症）の人が対象です。
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