
図書館
　だより

▪絵　本
『ちいさいおねえちゃん』
いとう　みく／作、えがしら　みちこ／絵

『あのこ』　　　　　　 樋勝　朋巳／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

『けなげな野菜図鑑』
稲垣　栄洋／監修

『色の名前と言葉の辞典 888』
桜井　輝子／監修

▪児童書
『ふじさんにっぽんいち !』

ひさかたチャイルド／刊

『大迫力！NEO 伝説の武器・刀剣・
防具大図鑑』　　　　　朝里　樹／監修

『素敵な空が見えるよ、明日もきっと』
リト@葉っぱ切り絵／著

　ウサギ、カエル、ネズミなど、森の仲間たち
がくり広げる物語が、１枚の小さな葉っぱの上
に切り絵で表現されています。繊細であたたか
い葉っぱ切り絵作品 78点を収録した、心が癒
される１冊です。

▪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）
12 月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）

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～
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

上野図書館 おはなしの会

17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）

24日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会
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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】　12月 16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】　羽仁新五と「パルナッスの丘」
【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。

　大型紙芝居や大型絵本の読み聞かせの後、オカ
リナやギターの弾き語りによるプチコンサートを
行います。

【と　き】　12 月 26日㈪　午前 10時～ 11時 
【ところ】　西柘植地区市民センター　小ホール 
【読み手】　お話の国アリス 
【対象者】
　幼児から小学校低学年　※保護者同伴可 

【定　員】　15組程度 
【問い合わせ】　いがまち図書室 

◆郷土の歴史夜咄会

◆冬のお話会とプチコンサート

※感染拡大予防のため、参加人数を制限しています。

【アクセス方法】　市ホームページにある「デジタルミュー
ジアム　秘蔵の国 伊賀」のバナーをクリックするか、下
記のURL または二次元コードからアクセスし
てください。
https://adeac.jp/iga-city/

◆「デジタルミュージアム　秘蔵の国 伊賀」URL 変更

１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

常時開設相談 ※相談時間などはお問い合わせください。
相談内容 問い合わせ 電　話

消費生活相談 住民課 22-9626

空き家に関する相談 空き家対策室 22-9676

高齢者の総合相談 地域包括支援センター 26-1521

女性相談　※予約優先

こども未来課 22-9609家庭児童相談　※予約優先
母子・父子自立相談

※予約優先
こどもの発達相談 こども発達支援センター 22-9627

相談内容 問い合わせ 電　話

障がい者の総合相談 障がい者相談
支援センター 26-7725

ふれあい相談（教育相談） 教育研究センター 21-8839
青少年相談 青少年センター 24-3251

若者の就労相談
※予約優先

いが若者サポート
ステーション 22-0039

雇用・労働相談 商工労働課 22-9669
生活にお困りの方の相談 生活支援課 22-9650

人権相談 人権政策課 22-9683

※ハイトピア伊賀駐車場は有料です。

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
12日㈭

13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３
住民課

① 1/5　8：30～受付
② 1/17　8：30～受付

※先着６人
22-9638

②
24日㈫

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 11 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（12/19 ～ 1/6）
※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 18 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（1/16）
※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。

11日㈬ 13:30 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３ 住民課 22-9638

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 25 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

住民課
※受付期間（1/4 ～ 1/23）

※先着 5人
22-9638

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

住民課
※受付期限（1/11）
※先着 4人

22-9638

出張年金相談※予約制 20 日㈮ 10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
9112

緑（園芸）の相談 10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

５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（12/27）

※先着４人
22-9702

健康相談 27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
５日㈭

13:30 ～ 15:00
青山文化センター

シルバー人材センター 24-580019 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） 19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

こころの健康相談
※予約制 25 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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