
「病児保育室」をご利用ください

【問い合わせ】　こども未来課
　☎ 22-9677　℻   22-7605
　 kodomo@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

◆病気の子どもをお預かりします
　病気中または病気の回復期にあり、保護者の勤務な
どの都合により家庭で保育できないときに、児童を一
時的にお預かりする「ゆめこどもクリニック伊賀　病
児保育室」を設置しています。
【対象者】　次の条件をすべて満たす児童
○市内在住・在勤または笠置町・南山城村・山添村に
居住する人の子ども

○生後６カ月以上で小学校、保育所（園）、幼稚園な
どに通う児童

【利用できる病気の範囲】
○風邪・感染性胃腸炎などの日常的にかかる病気
○インフルエンザ、水ぼうそう、おたふく風邪などの
感染症

※新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者に指定され
た人は利用できません。

○気管支喘息などの慢性疾患
○その他医師が利用可能と判断した病気
【利用方法】
①当日、電話で空き状況を確認する。
※受付 午前８時～
②ゆめこどもクリニック伊賀で診察を受ける。
※受付 午前８時 45分～
③申請書・保護者連絡票を提出。申請書などは病児保
育室にあるほか、市ホームページからもダウンロー
ドできます。

【開室日時】
○月～水曜日、金曜日：午前９時～午後６時
○土曜日：午前９時～午後５時
※日曜日、祝日、８月 13日～ 16日、12月 29日～
１月３日、その他クリニックの休診日は利用できま
せん。

【利用料金（１日）】
○所得税課税世帯：1,000 円
○市民税課税世帯：500円
○市民税非課税世帯：無料
○市外在住者：1,000 円
※笠置町・南山城村・山添村居住者の利用料金は市内
在住者と同じ。

【予約先】　ゆめこどもクリニック伊賀　病児保育室
　　　　　（小田町 258-2）　☎ 24-7605

伊賀上野城●

〕 〔ゆめこどもクリニック伊賀のとなり
伊賀市小田町 258-2
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　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。

図書館
　だより

■一般書　
『昭和遺産へ、巡礼 1703景』

平山　雄／著
『ひと目でわかるプログラミングのし
くみとはたらき図鑑』

渡邉　昌宏／日本語版監修
『ポリ袋で簡単、おいしい　はじめ
てのみそ作り』　 真藤　舞衣子／著

■児童書　
『真実を発見！科学捜査 DNA鑑定
から死因究明まで』

石澤　不二雄／監修
『赤ちゃんのふしぎ科学ずかん』

高橋　孝雄／監修
『昔のくらし昔の道具これなあに？』

春風亭　昇太／著

■絵　本
『おだんごねこさま』
　　　　　　　令丈　ヒロ子／作、
　　　　　　　わたなべ　あや／絵
『ふしぎなニャーチカ』

佐藤　文音／作・絵
『バジとあかいボール』

松丘　コウ／作・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）

８日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

11日㈫ 11：30～ 青山図書室 おとなカフェ

16日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

18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㈮ 10：00～ いがまち複合施設小ホール
（旧ふるさと会館いが）絵本の時間（お話の国アリス）

27日㈭ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？

　上野図書館で使わなくなった本や雑誌をお譲
りします。
　なお、事前予約や書名の案内はできません。
【と　き】　６月６日㈰　午前９時～午後４時
【ところ】　上野図書館　駐輪場
※その後６月８日㈫～ 20日㈰は、上野図書館１
階玄関付近で行います。

【問い合わせ】　上野図書館

　５月 10日㈪～ 24日㈪
　特別図書整理のため休館します。
※休館中は図書返却ポストをご利用ください。

◆上野図書館休館のお知らせ

◆図書雑誌リユースフェア

※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
『ペットボトルキャップリサイクル
アイディアBOOK』

ブティック社

■絵　本
『マスクをとったら』　

いりやま　さとし／作

■児童書　
『自由帳みせて！』
すずき　こうせい／文・イラスト
　みなさんは自由帳に何を書いていま
すか？ あみだくじやマンガ、迷路に
占い…現役小学生や、かつての小学生
が書いた 100 冊以上の自由帳の中身
を紹介する一冊です。

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）
５月の読み聞かせ
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