
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。4月の各種相談4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

11 日（月）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込

　みは 1日（金）から

市役所市ワン・テン庁舎交流室Ａ

今月の開催はありません。次回は５月９日（月）に市役所市民相談室で開催予定です。

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：42-297311 日（月） 9:30 ～ 11:30

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

  7 日（木）
19 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

  11 日（月）
25 日（月）
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※４月の「めんこちゃんひろば」の開催はありません。

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～４月の児童館行事～～４月の児童館行事～

幼児あそび「お誕生会＆鯉のぼりづくり」（乳幼児親子）
児童あそび「ミニスポーツ大会」（小学生）

幼児あそび「お誕生会＆鯉のぼりづくり」（乳幼児親子）
児童あそび「お楽しみ会」（小学生）

幼児あそび「春ですよ！こんにちは会＆お誕生会」（乳幼児親子）
学童あそび「おはなしであそぼう」日産プレジデント基金（小学生）

「お花見誕生会」（乳幼児親子）
「入学・進級おめでとう会」（小学生）

●古町児童館　tel：23-4648
　〔19 日（火）10:30 ～〕
　〔23 日（土）10:00 ～〕
●赤岩児童館　tel：22-6879
　〔21 日（木）10:30 ～〕
　〔23 日（土）10:30 ～〕
●大島児童館　tel：28-2655
　〔21 日（木）10:30 ～〕
　〔  9 日（土）10:00 ～〕
●鮪立児童館　tel：32-3189
　〔21 日（木）10:30 ～〕
　〔23 日（土）10:00 ～〕
※（　）内は対象。その他、各児童館では様々な行事を開催しています。
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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、28 日（木）、29 日（金・祝）

開館時間・4月の休館日開館時間・4月の休館日

■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
♪♪♪

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

幼児～小学校低学年
先着 10 人

おはなしたまてばこ
（おりがみ）  15:00～16:00  20 日（水）

  

　　
対　象対　象イベントイベント 日　時日　時

◆唐桑分館

◆本吉図書館～ 4月のまんぼう王国～

折り紙で「ポン・デ・ライオン」を作ります。小学生

「スーパーマーケットシリーズ③さかなとじゃがいも」を作ります。フェ
ルト（水色、うす茶色各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）

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

対　象対　象 内　容内　容
牛乳パックで「木のぼりどうぶつ」を作ります。幼児～小学校低学年

おりがみ教室 23 日（土） 14:00～15:00

布おもちゃくらぶ 16 日（土） 14:00～15:00

おはなし会 16 日（土） 10:30～
　　

イベントイベント 日　時日　時
こうさくあそび ９日（土） 10:30～

　　

【一般】
●「学校と一緒に安心して子どもを
育てる本:小学生保護者の心得」
　／多賀一郎著
●「災害支援手帳」／萩上チキ著
●「気仙沼ミラクルガール」／五十嵐貴久著
【児童】
●「なでなでももんちゃん」
　／とよたかずひこ作・絵
●「図書館脱出ゲーム:ぼくたちの謎とき大
作戦」上・下巻／クリス・グラベンスタイン著

  た      が      い ち ろ う

本吉図書館 新刊図書気仙沼図書館 新刊図書
【一般】
●「図書館「超」活用術」／奥野宣之著
●「薄毛の科学」／板見智監修
●「希望の海 仙河海叙景」／熊谷達也著
【児童】
●「おいでよ森へ 空と水と大地を
めぐる命の話」
　／「おいでよ森へ」プロジェクト編
●「天国にとどけ！ホームラン3.11
を乗りこえて、バッティングセ
ンターを作った父子の物語」
　／漆原智良文・羽尻利門絵

 うるしばら  ともよし　

 い   た   み さとし

  は じ り  としかど

お   く   の   の ぶ ゆ き

「おおぞら号」新ステーション
が増えました
「おおぞら号」新ステーション
が増えました　　

　●唐桑地区：大沢A住宅、只越住宅、
　　　　　　   舞根２住宅
　●鹿折地区：小々汐住宅
　●気仙沼地区：四反田住宅
　●階上地区：長磯浜住宅

幼児～小学校低学年
先着 15 人

「きらきら光る魚のモビール」を作ります。

幼児～小学校低学年

会場はすべて気仙沼中央公民館第４会議室です。

おはなしたまご
（子どもの読書週間行事） 27 日（水）  10:30～11:00

かんたんおもちゃ作り 27 日（水）    9:30～

おはなし広場「子ども
読書の日スペシャル！」23 日（土）  10:30～11:20

　　

イベントイベント 日　時日　時

おりがみあそび     9:30～10:20
　　

23 日（土） 「こいのぼり」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。

「こいのぼり」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。

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手あそび、パネ
ルシアターなど。協力 : おはなしほっとけーき

０～３歳と保護者
妊娠中の方  15 人（要予約）

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手あそびなど。
協力 : おはなしほっとけーき

内　容内　容

赤ちゃんとプレママ
のおはなし会

23 日（土）～５月 12 日（木）

27 日（水） 10:30～ ０～３歳と保護者
妊娠中の方  絵本の読み聞かせ、紙芝居、手あそびなど

「子ども読書の日」
わくわく絵本展示会 一般・児童 子どもの読書週間。子どもに人気のおもしろ

い絵本約 50 冊を展示します。
子どもの読書週間。子どもに人気のおもしろ
い絵本約 50 冊を展示します。

利用者登録票の変更届について利用者登録票の変更届について
　図書館利用カードの作成時に、利用者登録票を提出していただいていますが、登録時の内容（氏名、住所、
電話番号、勤務先等）に変更があった場合は、お手数ですが、最寄りの図書館または移動図書館車で、
変更の手続きを行ってください。

０～３歳と保護者
妊娠中の方  15 人（要予約）

 くまがい  たつや  

対　象対　象

対　象対　象

内　容内　容

内　容内　容

 お  ぎ  う  え

  い  が  ら  し    たかひさ



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。4月の各種相談4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

11 日（月）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込

　みは 1日（金）から

市役所市ワン・テン庁舎交流室Ａ

今月の開催はありません。次回は５月９日（月）に市役所市民相談室で開催予定です。

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：42-297311 日（月） 9:30 ～ 11:30

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

  7 日（木）
19 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

  11 日（月）
25 日（月）
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※４月の「めんこちゃんひろば」の開催はありません。

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～４月の児童館行事～～４月の児童館行事～

幼児あそび「お誕生会＆鯉のぼりづくり」（乳幼児親子）
児童あそび「ミニスポーツ大会」（小学生）

幼児あそび「お誕生会＆鯉のぼりづくり」（乳幼児親子）
児童あそび「お楽しみ会」（小学生）

幼児あそび「春ですよ！こんにちは会＆お誕生会」（乳幼児親子）
学童あそび「おはなしであそぼう」日産プレジデント基金（小学生）

「お花見誕生会」（乳幼児親子）
「入学・進級おめでとう会」（小学生）

●古町児童館　tel：23-4648
　〔19 日（火）10:30 ～〕
　〔23 日（土）10:00 ～〕
●赤岩児童館　tel：22-6879
　〔21 日（木）10:30 ～〕
　〔23 日（土）10:30 ～〕
●大島児童館　tel：28-2655
　〔21 日（木）10:30 ～〕
　〔  9 日（土）10:00 ～〕
●鮪立児童館　tel：32-3189
　〔21 日（木）10:30 ～〕
　〔23 日（土）10:00 ～〕
※（　）内は対象。その他、各児童館では様々な行事を開催しています。


