
図書館
　だより

▪児童書
『姫さまですよねっ !?』　　　ソウマチ／著

『空を見上げてわかること』
斉田　季実治／著

『10才からの防犯・防災』国崎　信江／監修

《問い合わせ》
　上野図書館　☎21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室　☎ 59-2291
　阿山図書室　☎ 43-0154
　大山田図書室　☎ 47-1175
　青山図書室　☎ 52-1110

図書館（室）からのお知らせ

【と　き】　８月 19 日㈮　午後６時～７時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀　５階多目的大研修室
【内　容】　
○テーマ：洋画家　濵邉萬吉と写真家　濵邉貴余晴
○講師：伊賀古文献刊行会　北出　楯夫さん
※ご来場の際は、上野図書館駐車場または、市営上
野公園第３駐車場（午後５時以降無料）をご利用
ください。

　図書館のしくみに関するクイズに答えて、正解の
ぶどうの房に「クイズの実」をつけましょう。みん
なの回答で、上野図書館のぶどうの木の実が、きれ
いに色づきます。

【期　間】　８月 30 日㈫まで　※休館日を除く。
【ところ】　上野図書館　１階カウンター前
【対象者】　小学生以下
※申し込みは不要です。「クイズの実」は夏休み中、
常時配布しています。また、８月７日㈰「ことば
で伝えるおはなし会」に参加すると、特別なクイ
ズの実をゲットできます。

◆郷土の歴史夜咄会

◆図書館クイズ～ミッションぶどうの木を実らせよう～

『うろおぼえ一家のパーティー』
出口　かずみ／作

『かえるのほんや』
やぎ　たみこ／作・絵

▪一般書
『植物との暮らし方超入門』　　ビリ／著

『本当に心地いい部屋』　　　　筆子／著
『大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本』　　　　　　　

高橋 聡美／著

『戦争をやめた人たち
1914年のクリスマス休戦』

鈴木　まもる／文・絵
　第一次世界大戦中の 12月 24日の夜、戦いに
疲れ、休んでいたイギリス軍兵士の耳に、ドイツ
軍兵士が歌うクリスマスの歌が聞こえてきまし
た。やがて、イギリス側でも歌が始まって…。こ
んなふうに戦争が終わったなら、と思わせてくれ
る本当にあったお話です。

▪絵　本
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）
８月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

13 日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

16日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

17日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

20日㈯ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

24日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

27日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

９月５日㈪ 10：00～ 西柘植地区市民
センター小ホール 絵本の時間（お話の国アリス）

※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。
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９月の無料相談 暮らしのいろいろな問題と悩みごとについて相談をお受け
します。詳しくは市ホームページをご覧ください。

相談内容 開催日 時　　間 場　　所 問い合わせ／備考 電　話

法律相談　※予約制
＊市職員（弁護士）が相談
に応じます。
　（年度内１回のみ）

①
８日㈭

13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３
住民課

① 9/1　8：30～受付
② 9/20　8：30～受付

※先着６人
22-9638

②
27日㈫

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 14 日㈬ 13:00 ～ 16:00 ハイトピア伊賀

４階相談室
人権政策課

※受付期間（8/29 ～ 9/9）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
※予約制 21 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（9/16）
※先着６人

050-3383-
5470

行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困
　りごとをお伺いします。

14日㈬
13:30 ～ 16:00

本庁舎　２階相談室３ 住民課 22-9638

16 日㈮ 大山田福祉センター
相談室 大山田支所 47-1151

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 28 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

住民課
※受付期間（8/25 ～ 9/26）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 ９日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

住民課
※受付期限（9/7）
※先着 4人

22-9638

出張年金相談※予約制
７日㈬

10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
9112

16 日㈮

緑（園芸）の相談 12日㈪ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　１階玄関ロビー 都市計画課 41-0290

外国人のための
行政書士相談
※予約制

11 日㈰ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階
多文化共生センター

多文化共生課
※受付期限（9/7）
※先着４人

22-9702

健康相談 30日㈮ 10:00 ～ 11:00 ハイトピア伊賀
４階ミーティングルーム 健康推進課 22-9653

高齢者の就業相談
１日㈭

13:30 ～ 15:00
いがまち人権センター

シルバー人材センター 24-5800
15 日㈭
※予約制 伊賀市シルバーワークプラザ

人権相談
（人権擁護委員）

15日㈭
13:30 ～ 16:00

ハイトピア伊賀
４階相談室３

人権政策課 22-9683
16 日㈮ 大山田福祉センター

ふれあい広場

※このほか、常時開設相談（消費生活相談、空き家に関する相談、高齢者・障がい者の総合相談、女性相談、家庭児童相談、母子・父子自
立相談、こどもの発達相談、教育相談、青少年相談、若年の就労相談、雇用・労働相談、生活にお困りの方の相談、人権相談）もあります。

こころの健康相談
※予約制 28 日㈬ 14:00 ～ 16:00 三重県伊賀庁舎　１階 伊賀保健所

※未治療・未受診の人のみ 24-8076
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