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▪絵　本
『給食室のいちにち』
大塚　菜生／文、イシヤマ　アズサ／絵

『たんぼのにんじゃあまがえる』
谷本　雄治／文、サトウ　マサノリ／絵
『すけすけのりもの』　　　　なかしま　じゅんこ／作

《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

『ホロスコープが読める西洋占星術
LESSON BOOK』

絹華／著

『もしキミが、人を傷つけたなら、
傷つけられたなら』

犯罪学教室のかなえ先生／著
▪児童書
『マンガでたのしむ！科学の法則』

うえたに夫婦／著、横川　淳／監修

『その事件、こども弁護士におまかせ！』
山崎　聡一郎／原案

岩佐　まもる／著、飯田　亮真／監修

『エコな毎日』
中嶋　亮太／著、古賀　陽子／著

　家庭や外出先でプラスチックを減らすた
めのアイデアがいっぱいの一冊です。プラ
なし生活を楽しむための基礎知識や、環境
にやさしいモノ選びと暮らし方なども紹介
されています。

▪一般書
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）
11 月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

12 日㈯ 10：30～
大山田図書室 ぬいぐるみとおはなし会＆おとまり会（きらきら）

上野図書館 おはなしの会

15日㈫ 10：30～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

16日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

19日㈯ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

23日（水・祝） 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

26日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会
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《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
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　伊賀の歴史について、ゆかりの人物を中心に語
ります。
【と　き】　11月 18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
【テーマ】　芭蕉顕彰の森川垂雲と大和街道改修の　　
　　　　　森川六右衛門
【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。

　録音図書や点字図書の紹介展示を行います。
【と　き】　11 月２日㈬～ 29日㈫
【ところ】　上野図書館　
※上野点字図書館の録音図書は、上野図書館で貸出できま
す。ぜひご利用ください。

【と　き】　11 月 19日㈯　午後２時～
【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
【対　象】　小学生　※保護者・兄弟同伴可
【定　員】　先着 15人程度
【申込受付開始日】　11月９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

◆郷土の歴史夜咄会 ◆すべての人に読書の楽しみを～バリアフリー図書の紹介～

◆平和って、ステキだね。
　～おはなし会と「ぽかぽかしあわせ入浴剤づくり」～

※感染拡大予防のため、参加人数を制限しています。

12 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 12/1　8：30～受付
② 12/20　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 ７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（11/21 ～ 12/2）
※先着４人

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
＊収入要件あり　※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（12/19）

※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。

２日㈮

13:30 ～ 16:00

大山田福祉センター相談室 大山田支所 47-1151

14 日㈬
本庁舎　２階相談室３ 住民課 22-9638

島ヶ原支所　応接室 島ヶ原支所 59-2053

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（11/25 ～ 12/26）

※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（12/7）
※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-
911216 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（12/7）
※先着４人

22-9702

健康相談 23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
ライトピアおおやまだ

シルバー人材センター 24-580015 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）

２日㈮
13:30 ～ 16:00 大山田福祉センター　ふれあい広場

人権政策課 22-9683

13:30 ～ 16:00 阿山保健福祉センター　2階会議室

７日㈬ 13:30 ～ 16:00 島ヶ原支所　会議室

８日㈭ 9:00 ～ 12:00 青山福祉センター　相談室

９日㈮ 13:30 ～ 16:00 伊賀支所　2階大会議室

15日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階相談室３

※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。

※ハイトピア伊賀駐車場は有料です。

こころの健康相談
※予約制 14 日㈬ 14:00 ～ 17:00 三重県伊賀庁舎 伊賀保健所

※未治療・未受診の人のみ 24-8076
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