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▪絵　本
『ふんがふんが』

おおなり　修司／文、丸山　誠司／絵

『ゆきのげきじょう』　 荒井　良二／作
『いのちがかえっていくところ』

最上　一平／作、伊藤　秀男／絵

図書館（室）からのお知らせ

『友だちのこまったがわかる絵本』
W
ウ ィ ル
ILL こども知育研究所／編

『知りたい！行ってみたい！
なぞとき絶景図鑑』

増田　明代／文 ･構成

▪一般書
『京都二条城と寛永文化』

二条城協議会／編

『いつもよりも具体的な本づくりの話を。』
北尾　修一／著

『18歳から100歳までの日本の未来を考える17のキーワード』
樋口　裕一／著

『だいどころのたね』
ひさかたチャイルド

　野菜の種や、豆、果物の種など、
台所には種がいっぱい。食べられる
種や、種を植えた時の様子を写真を
使って紹介します。

▪児童書

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）
１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 ことばで伝えるおはなし会

14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～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・ミニおはなし会

18日㈬ 10：30～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

21日㈯ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせの会（はあと＆はあと）

25日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこのおはなし会

28日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会

２月４日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

※感染拡大予防のため、参加人数を制限しています。

　１月５日㈭から大山田図書室限定で福袋をしま
す。１人１袋限りで、なくなり次第終了です。予
約はできません。１袋に３冊入っています。どん
な本が入っているのか、中身は開けてからのお楽
しみ。
※１袋３冊セットの貸出で、本の
プレゼントではありません。

　貸出冊数が超過する場合はお断
りすることがあります。

　資料予約の受付や予約完了時などに、図書館か
ら送信するメールのアドレスが変更になります。
　迷惑メール設定をしている人は、新アドレスで
のメールが受信できるように設定の変更をお願い
します。

【変更日】　1 月 31日㈫
（現）igatosho@ict.ne.jp
　　　　　　⬇
（新）iga-library@apsel.jp

◆初借りは大山田図書室で福袋

◆上野図書館メールアドレス変更

２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
９日㈭

13:00 ～ 16:30 本庁舎　２階相談室３
住民課

① 2/2　8：30～受付
② 2/21　8：30～受付

※先着６人
22-9638

②
28日㈫

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 ８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（1/23 ～ 2/3）
※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 15 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（2/13）

※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。

３日㈮

13:30 ～ 16:00

阿山保健福祉センター　2階会議室 阿山支所 43-0333

８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

16 日㈭ 青山複合施設 アオーネ 青山支所 52-3227

17 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 22 日㈬ 13:00 ～ 16:00 本庁舎　２階相談室３

住民課
※受付期間（1/26 ～ 2/20）

※先着 5人
22-9638

交通事故相談
※予約制 10 日㈮ 13:30 ～ 15:30 本庁舎　２階相談室３

住民課
※受付期限（2/8）

※先着 4人
22-9638

出張年金相談※予約制
１日㈬

10:00 ～ 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
911217 日㈮

緑（園芸）の相談 13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

２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（1/30）

※先着４人
22-9702

健康相談 24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 16日㈭
※予約制 13:30 ～ 15:00 伊賀市シルバーワークプラザ シルバー人材センター 24-5800

人権相談
（人権擁護委員）

１日㈬ 13:30 ～ 16:00 島ヶ原支所　会議室

人権政策課 22-9683

３日㈮ 13:30 ～ 16:00 阿山保健福祉センター　2階会議室

８日㈬ 9:00 ～ 12:00 青山福祉センター　相談室

10日㈮ 13:30 ～ 16:00 伊賀支所　2階大会議室

16日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階相談室３

17日㈮ 13:30 ～ 16:00 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。

※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 22 日㈬ 14:00 ～ 17:00 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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