
相談は無料です。秘密は守られますので、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
※1日（金）～3日（日）、11日（月・祝）の開催はありません。相談時間は昼休みを除きます。1月の各種相談1月の各種相談

日　時日　時相談内容相談内容 場　所場　所 担　当担　当

市政・一般相談 市役所市民相談室 市民相談室
tel：22-3411

月曜日から
　金曜日まで 9:00 ～ 16:30

登記相談 市民相談室
tel：22-3411

行政・人権相談
市民相談室
tel：22-341120 日（水） 10:00 ～ 12:00

唐桑地域行政・人権相談 唐桑総合支所２階会議室 唐桑総合支所総務企画課
tel：32-4520 14 日（木） 10:00 ～ 12:00

暮らしの困りごと
（行政書士）相談 市役所市民相談室15日（金） 10:00 ～ 12:00 市民相談室

tel：22-3411

弁護士相談 市役所市民相談室 市民相談室
tel：22-3411

12 日（火）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込

　みは 4日（月）から

市役所ワン・テン庁舎交流室 A

市役所市民相談室  5 日（火） 10:00 ～ 12:00

総合労働相談
気仙沼公共職業安定所内
（東新城）
相談用電話：41-6725

宮城労働局企画室
tel：022-299-8834

月曜日から
　金曜日まで

 

本吉地域人権相談 本吉保健福祉センター「いこい」 本吉総合支所総務企画課tel：42-297318 日（月） 9:00 ～ 12:00

本吉地域行政相談 本吉保健福祉センター「いこい」 本吉総合支所総務企画課tel：42-29739:30 ～ 11:30

青少年相談 市青少年育成支援センター
青少年相談室（旧河北新報社ビル３階）

市青少年育成支援センター
tel：24-0766   fax：25-7812

月曜日から
　金曜日まで 10:00 ～ 16:00

生活相談 本吉老人福祉センター
※必要に応じ電話相談などを実施

社会福祉協議会本吉支所
tel：42-2231毎週月曜日 9:30 ～ 11:30

年金相談 ＮＴＴ気仙沼ビル１階 石巻年金事務所
tel：0225-22-5118

月曜日から
　 金曜日まで

8:30 ～ 17:15

8:45 ～ 17:00

高齢者福祉・介護、
生活相談

市地域包括支援センター
（ワン・テン庁舎２階）

市地域包括支援センター
tel：22-6600   内線 418

8:30 ～ 17:00月曜日から
　金曜日まで

家庭児童相談 市役所子ども家庭課 市子ども家庭課
tel：22-6600  内線 4439:00 ～ 16:00月曜日から

　金曜日まで

消費生活相談
（契約・多重債務など） 市役所市民相談室 市商工課

tel：22-34379:00 ～ 16:00月曜日から
　金曜日まで

夫やパートナーからの
暴力（DV）相談

市男女共生推進室
tel：22-6600  内線 3349:00 ～ 17:00月曜日から

　金曜日まで
市役所内
相談専用電話：24-5988

個人債務者の私的整理
に関する相談会

14 日（木）、
27 日（水） 市役所市民相談室

一般社団法人個人版私的整理
ガイドライン運営委員会宮城支部
tel：022-212-3025

※相談時間は予約
　の際にご確認く
　ださい。※要予約

ふれあい（福祉・生活）
相談 気仙沼市社会福祉協議会 社会福祉協議会

tel：22-0709月・火・水・金曜日 9:00 ～ 15:00

   18 日（月）
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　子育て中の親子を対象に、月１回小規模保育所で
開催する遊びの “ひろば” です。お子さんと一緒に，
お気軽にお越しください。

■日時／１月 12 日（火）10:00 ～ 11:30
■場所／くぐなり保育所 ( 廻舘 108-3   tel:28-3601)
■内容／手遊びや体操、親子ふれあい活動
　　　　絵本や紙芝居の読み聞かせなど
■対象／乳幼児親子
※当日は保育士や栄養士がいますので、子育てに
　関するの悩みなど お気軽にご相談ください。
■問い合わせ先／市子ども家庭課  育成支援係
　　　　　　　tel：22-6600  内線 445

めんこちゃんひろばめんこちゃんひろばじどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～１月の児童館行事～～１月の児童館行事～
●古町児童館　tel：23-4648
 〔 ７日（木）10:00 ～〕初詣に行こう（小学生）　　
 〔15日（金）10:30～〕まゆ玉づくり＆お誕生会（乳幼児親子）
●赤岩児童館　tel：22-6879
 〔 ９日（土）10:00 ～〕まゆ玉作り（小学生）
 〔14 日（木）10:30 ～〕お正月遊び（乳幼児親子）
●大島児童館　tel：28-2655
 〔15 日（金）10:30 ～〕まゆ玉作り＆お誕生会（乳幼児親子）
 〔23 日（土）10:00 ～〕お正月遊び（小学生）　　　　　　　
●鮪立児童館　tel：32-3189
 〔 ９日（土）10:30 ～〕まゆ玉作り（小学生）
 〔14 日（木）10:30 ～〕あけましておめでとう誕生会（乳幼児親子）
※（　）内は対象。その他各児童館ではさまざまな行事を開催しています。

今月の行事今月の行事 幼児には保護者が付き添ってください。

◆気仙沼図書館 ( 気仙沼中央公民館内 )

■問い合わせ先／
　気仙沼図書館　　　　　　　tel:22-6778
　気仙沼図書館唐桑分館　　　tel:25-7845
　本吉図書館　　　　　　　　tel:42-4785

図書館図書館 だだ りりよよ
♪♪♪
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【開館時間】　各館とも平日は午前９時から午後７時まで、土・日曜日は午前９時から午後５時まで
【休 館 日 】　○各館とも毎週月曜日、１日（金）～３日（日）、12 日（火）
　　　　　　○気仙沼図書館・唐桑分館　17日（日）～31日（日）　　
                          ○本吉図書館　28日（木）
                             　※本吉図書館では、17日（日）～31日（日）の間、システム更新作業のため、資料の貸出・返却
　　　　　　　　  ・予約・リクエスト・照会等ができません。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。

開館時間・１月の休館日開館時間・１月の休館日

幼児～小学校低学年
先着 10 人 10:30～11:30おりがみあそび   16 日（土）

イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容

新着図書新着図書
はじめての手づくり すいすいできる
あみものとポンポンこもの
／春日一枝作品制作・構成

新年になりました。何
かをはじめてみたいと
いう小学生の皆さん
「あみもの」をしてみ
ませんか？　１本の糸
を「あむ」ことによっ
て、アクセサリーやマ
フラー、ぼうしができ
あがります。写真とわ

かりやすい説明で、ゆびあみ、かぎ針あみ、
棒針あみを覚えることができます。もちろ
ん、あみもの初心者の大人にもおすすめで
す。

か す が か ず え

【一般】
●「朝日新聞オピニオン　日本がわ
かる論点２０１６」
　／朝日新聞出版編
●「日本人の底力」
　／菅原文太著
●「さよさんの開運・整理収納術」
　／小西紗代著
【児童】
●「ヘルシーせんたいダイズレン
ジャー」
　／やぎたみこ作
●「おもち！」
　／石津ちひろ作・村上康成絵

あ さ ひ し ん ぶ ん し ゅ っ ぱ ん

こ　に　し　さ　 よ

す が わ ら　ぶ  ん  た

本吉図書館

 むらかみ　なりやす い し づ

気仙沼図書館
【一般】
●「東北の古代史３　蝦夷と城柵
の時代」
　／熊谷公男企画編集委員 
　　･ 柳原敏昭企画編集委員
●「妻が抱える「夫ストレス」どう
したらラクになる？」
　／石原加受子著
●「姿勢の教科書　正しく理想的
な姿勢を取り戻す」
　／竹井仁著
【児童・紙芝居】
●「きっといいことあるよ！ 東日
本大震災と人々の歩み」
　／戸塚英子著
●「さるとうさぎとがまがえる」
　／津田真一脚本・イ スジン絵

 つ      だ　し ん い ち　

やなぎはら  と し あ き

い し は ら　か      ず      こ

た   け   い  ひとし

 と つ か  ひ で こ

く ま  が い  き  み   お

「サル」を折ります。時間内いつでも参加でき
ます。材料がなくなり次第終了します。

（おりがみ）
幼児～小学校低学年
先着 10 人 15:00～16:00

おはなしたまてばこ
  13 日（水）

「はごいた」と「こま」を折ります。時間内い
つでも参加できます。材料がなくなり次第終
了します。

  

　　
イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容

◆唐桑分館

おりがみ教室 23 日（土） 14:00～15:00 折り紙で「カラフル重ね箱」を作ります。小学生

布おもちゃくらぶ 16 日（土）  14:00～15:00
フェルトで「クレープ」を作ります。フェル
ト（白または茶１枚、クリーム色１枚）と、
手芸綿、裁縫道具をお持ちください。

一般：定員５人
（要予約）

おはなし会 16 日（土）  10:30～11:00
　　

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手あそびなど幼児～小学校低学年

◆本吉図書館～１月のまんぼう王国～
イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容

こうさくあそび ９日（土） 10:30～11:30
　　

「ダンボール羽子板」を作ります。幼児～小学校低学年
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