
圏域ニュース　今月のイチ押し！
【問い合わせ】　総合政策課
　☎ 22-9620　℻   22-9672
　 sougouseisaku@city.iga.lg.jp

水と歴史でつながる伊賀城和（伊賀・山城南・東大和）定住自立圏

伊賀市 笠置町 南山城村 山添村

南山城村南山城村

　伊賀市は、京都府笠置町・南山城村・奈良県山
添村と定住自立圏形成協定を締結し、医療や防災、
観光などを連携して事業に取り組んでいます。
　この圏域は、府県境にあり従来から買い物、医
療、仕事、文化、スポーツなど、生活において繋
がりや結びつきが強く、圏域外の地域に誇れると
ころです。
　それぞれの地域が一押しのスポットなどを紹介
します。

笠置町サテライトワークスペース
　笠置町内の趣ある古民
家がリノベーションさ
れ、サテライトワークス
ペースとして生まれ変わ
りました。笠置テラスは
木津川の雄大な自然を見
渡せる絶好のロケーショ
ンの中にあり、テレワー
クや、営業拠点、第２の
オフィスなどとして、誰
でも利用できます。
　ここでしか体験できない、自分らしい働きかた
を発見してみませんか。
【ところ】
　京都府相楽郡笠置町有市東畷 23
【問い合わせ】　笠置町商工観光課
　☎ 0743-95-2301

笠置町笠置町

　生産者が愛情いっぱい育て
た、採れたての新鮮な野菜や
お茶などの特産物のほか、味
噌やこんにゃく、漬物、お茶
を使った加工品、炭など、南
山城村ならではの品が揃って
います。
　また、生産者が交代で販売
していますので、おすすめの食べ方や栽培方法な
どを直接聞きながら購入することができます。
◆桜まつり　４月 18日㈰　午前９時～午後３時
【営業時間（変更あり）】
　月～金：午前９時～午後１時
　土日・祝：午前９時～午後３時
【ところ】　南山城村大字北大河原小字久保1-3　やまなみホール横
【問い合わせ】
　南山城村農林産物直売所　☎ 0743-93-1000

山添村和紅茶
　約 60 年
前、山添村
の波多野地
区（当時は
波多野村）
には、紅茶
工 場 が あ
り、紅茶の産地として知られていました。この歴史
を受け継ぐため、当時のことを知る住民の経験と
ボランティアスタッフの感性を融合させ、自然栽培
による山添村和紅茶を復活させました。
　茶葉は「やぶきた」という品種で、甘みのある
味と豊潤な香りが特徴です。
　やさしい味わいの和紅茶で贅沢なひと時を、ぜ
ひお楽しみください。
【問い合わせ】
　山添村地域振興課　☎ 0743-85-0048

山添村山添村

南山城村農林産物直売所
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定住自立圏域

図書館
　だより

■一般書　
『やけに植物に詳しい僕の街のスキマ
植物図鑑』　　　　 瀬尾　一樹／著
『身の回りから人権を考える 80 の
ヒント』　　　　　 武部　康広／著
『暮らしのなかの SDGs』

アノニマ　スタジオ／編

■児童書　
『へのへのもへじのおともだち』
宮下　すずか／作、市居　みか／絵
『こども般若心経』
齋藤　孝／著、伊藤　ハムスター／絵
『加藤英明スーパーサバイバル入門』

加藤　英明／著

■絵　本
『なまはげ』
池田　まき子／文、早川　純子／絵
『おさるちゃんのおしごと』

樋勝　朋巳／作
『どろぼうねこのおやぶんさん』
小松　申尚／文、かのう　かりん／絵

《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

詳しい情報はこちら

図書館（室）からのお知らせ

と　き ところ 催物（読み手）
4 日㈰ 10：30～ 上野図書館 ことばで伝えるおはなし会（おはなしコットン）

8 日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

10日㈯ 10：30～
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）

13日㈫ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

18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～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

21日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

22日㈭ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

24日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

28日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

　おはなしボランティアグループ「よもよも」は、
平成 18年 10月４日にボランティア養成講座受
講生の有志により発足しました。現在の会員数は
10人。上野図書館で、毎月第３水曜日に「えほ
んの森」を開催するほか、市内の４つの小学校な
どでも読み聞かせを行っています。
　発足当時の「ひとりでも多くの子どもたちに絵
本の楽しさを伝え、好きになってもらおう」の目
標のもと、メンバーそれぞれが、絵本や紙芝居だ
けでなく、エプロンシアターやパネルシアターな
どにも挑戦し、精力的に活動を行っています。

◆おはなしボランティアグループ「よもよも」

※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、参加
者の人数を制限しています。

■一般書
『美しすぎる地学事典』

渡邉　克晃／著

■絵　本
『ごちそうたべにきてください』　

茂市　久美子／作
しもかわら　ゆみ／絵

■児童書　
『オニタロウ』
こさか　まさみ／文、北村　人／絵
　カキの木山に住むオニタロウは、ひと
りも子分がいないのに、父さんオニに
30人の子分がいるとうそをついてしま
います。子分探しがうまくいかず、困っ
たオニタロウは、人間の子どもたちを子
分にしようと思いつきますが…。

司書のおすすめ

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）
４月の読み聞かせ
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