
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。
※相談時間は昼休みを除きます。2月の各種相談2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：22-341122 日（月） 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 12 日（金） 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16日（火） 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

10 日（水）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込

　みは 1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  2 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：42-2973  8 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

  3 日（水）、
23 日（火） 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

     8 日（月）、
22 日（月）
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じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～２月のおでかけ児童館～～２月のおでかけ児童館～

※２月の「めんこちゃんひろば」の開催はありません。

■日時／２月 18 日（木）　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／「たんたんの人形劇を観よう！」
　　　　おはなしサークル「たんたん」が遊びに来てくれます。
■対象／幼児と保護者
■問い合わせ先／古町児童館　tel：23-4648、赤岩児童館　tel：22-6879
　児童館は、いつでも、だれでも、どの地域の方でもご利用いただけます。

お誕生会・季節行事なども開催しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。
前月に開催した行事の様子は、市ホームページからご覧いただけます。

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。

■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、11 日（木・祝）、25 日（木）

建設基本計画の詳細と建設予定図書館の模型を気仙沼図書館に展示していますので，ご覧ください。
　　　　　　

開館時間・2月の休館日開館時間・2月の休館日

◆唐桑分館

【一般】
●「福沢諭吉  学問のすゝ め」／川北義則著
●「羽生結弦  王者のメソッド  2008-2016」
　／野口美恵著
●「ムーンナイト・ダイバー」／天童荒太著
【児童】
●「まめまきバス」／藤本ともひこ作・絵
●「生きものビックリ食事のじかん」
　／ジェンキンズ、ペイジ作

 の  ぐ  ち    よ   し   え

 て ん ど う    あ  ら  た

本吉図書館　新刊図書
 かわきた よしのり  

 ふじもと

気仙沼図書館　新刊図書
【一般】
●「東北ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内」
　／みちのく巡りん倶楽部著 
●「家族病」／金森浦子著
●「坂の途中の家」／角田光代著
【児童】
●「魔女の宅急便  特別編  キキに出会った人びと」／角野栄子著
●「食べて見つけた進化のふしぎ」
　／津田真一脚本／イ スジン絵

  つ       だ　 し ん い ち　

か  な  も り  う   ら   こ

 か  く  た    み  つ  よ

 か ど の え い こ

◆本吉図書館～２月のまんぼう王国～

（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
  10 日（水） 「うでどけい」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

おりがみ教室

20 日（土）14:00～15:00

小学生

布おもちゃくらぶ

20 日（土）10:30～

フェルトで「スーパーマーケット①牛乳とにん
じん」を作ります。フェルト（白、オレンジ各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

27 日（土）

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

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 13 日（土）10:30～

　　
「ブンブンゴマと CDゴマ」を作ります。幼児～小学校低学年

読み聞かせ講習会 20 日（土）9:00～10:30 一般：定員５人
（要予約）

読み聞かせの基本を学び、おはなし会で実践
していただきます。お子さん同伴の受講も可
能です。

赤ちゃんとプレママ
のおはなし会 24 日（水）10:30～11:00 乳幼児と保護者、

妊娠中の方 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手芸

折り紙で「カラフル重ね箱」をつくります。

    モ       ー   さ   と   う   か ず ふ み

14:00～15:00
　　

本吉図書館  哲学カフェ「地方自治を哲学的に考えてみよう」本吉図書館  哲学カフェ「地方自治を哲学的に考えてみよう」
　第2回「おのずがだ劇団から自治を哲学する」
　　ひとつのテーマを、ゆっくりお茶を飲みながら、普段の言葉で語り合う「哲学カフェ」。今回は、本吉の歴史を題材にし
た創作劇に取り組んでいる「おのずがだ劇団 MOO」の顧問・脚本担当の佐藤和文氏を迎え、劇団の歩みから、自治の原
点とも言えるその活動を再発見します。
　【日時・会場】　2月6日（土）午後5時30分～7時30分　本吉図書館２階閲覧室
　【定員・参加費】　２０人（予約が必要です。）　参加費無料
　【問い合わせ・申し込み先】　本吉図書館　tel：42-4785　

気仙沼図書館建設基本計画がまとまりました気仙沼図書館建設基本計画がまとまりました
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