
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。6月の各種相談6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

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

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：22-3411

20 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

10:00 ～ 12:00

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

13 日（月）

9:00 ～ 12:00

本吉地域行政相談 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 石巻年金事務所
tel：0225-22-5118

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
（市ワン・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

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

市民相談室
tel：22-3411

家庭児童相談 市役所子ども家庭課 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

弁護士相談 市役所市民相談室 市民相談室
tel：22-3411

10 日（金）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は１日（水）から

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 334

9:00 ～ 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 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

27 日（月）

月曜日から
　金曜日まで ＮＴＴ気仙沼ビル１階

15 日（水）
29 日（水）

13 日（月）

７日（火） 10:00 ～ 12:00 市役所市民相談室

市役所ワンテン庁舎交流室B

本吉保健福祉センター「いこい」

９日（木）
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じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ
～６月のおでかけ児童館～～６月のおでかけ児童館～

■日時／６月 16 日（木）10:30 ～ 11:30
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／風船であそぼう！
■対象／乳幼児親子
■問／古町児童館    tel：23-4648
　   　 赤岩児童館    tel：22-6879
※市内の各児童館では幼児親子や小学生を対
象にした誕生会や、親子遊びなど様々な行事
を開催しています。開催日程、内容などは市
ホームページからご覧ください。

めんこちゃんひろばめんこちゃんひろば

■日時／６月 13 日（月）10:00 ～ 11:30
■場所／中才保育所（東中才 145-2、tel：29-5719）
■内容／手遊びや体操を取り入れたふれあい遊び、
　　　　絵本や紙芝居の読み聞かせなど
※申し込み不要。当日は保育士や栄養士がおりますの  
で、子育てに関する悩みなどお気軽にご相談ください。
■問／市子ども家庭課 育成支援係 
　　　 tel：22-6600 内線 445

　子育て中の親子を対象に、月一回小規模保育所で
開催する遊びの “ひろば” です。お子さんと一緒に
気軽にお越しください。

今月の行事今月の行事

■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

♪♪♪

こうさくあそび 11 日（土） 10:30～
トイレットペーパーの芯で「ガオガオかい
じゅう」を作ります。

幼児～小学校低学年

布おもちゃくらぶ 18 日（土） 14:00～15:00
フェルトで「シーチキンと桃の缶詰」を作
ります。持ち物：フェルト（グレー１枚、
好きな色２枚）、さいほう道具

一般：定員５名
（要申込）

赤ちゃんとプレママの
おはなし会 22 日（水） 10:30～ 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。

０～３歳児と保護者、
妊娠中の方

おはなし会 18 日（土） 10:30～ 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。幼児～小学校低学年

幼児には保護者が付き添ってください。

広報

2016. 6. 1 18

【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 】　各館毎週月曜日、23 日（木）

開館時間・６月の休館日開館時間・６月の休館日

幼児～小学校低学年
：先着 10 名

15:00～16:00おはなしたまてばこ
【おりがみ】

８日（水）
「きょうりゅう」を折ります。時間内いつ
でも参加できますが、材料がなくなり次
第締め切ります。

◆本吉図書館　～６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

イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容

◆唐桑分館　　～６月のおはなしたまてばこ～

【一般】
●「いますぐはじめる Web 文章

の書き方入門教室」
　／志鎌真奈美著
●「きみがもし選挙に行くならば 」

／古川元久著
●「ザ・ロング・アンド・ワイン

ディング・ロード 」／小路幸也著
【児童】
●「ハーネスをはずして  北海道

盲導犬協会の老犬ホームのこ
と 」／辻惠子著

●「まよいが」／柳田国男原作、
京極夏彦文、近藤薫美子絵

しょう   じ　 ゆき     や

つじ   けい     こ

ふる    かわ   もと   ひさ

し　   がま      ま       な        み

やなぎ   だ       くに      お

きょう ごく   なつ    ひこ こん   どう     く        み        こ

おりがみ教室 25 日（土） 14:00～15:00 「おいしいものシリーズ」を折ります。小学生

　著者が国内外
のニュースを基
礎の基礎から解
説した一冊。「週
刊文春」連載「池
上彰のそこから

ですか!?」を再編集し、加筆し
たものです。気仙沼図書館では、
池上氏から寄贈された図書
コーナー「池上彰文庫（296冊
所蔵）」を開設しました。どう
ぞご利用ください。

「池上彰のこれが『世界を動か
すパワー』だ！」／池上彰著

新着図書新着図書

いけ   がみ  あきら
【一般】
●「あなたのアクセスはいつも誰

かに見られている：Amazon,
　Yahoo,Google …大手サイトの

裏側」／小川卓著
●「子どもと楽しむ外遊び」
　／長谷部雅一著
●「絵でわかる食中毒の知識」
　／伊藤武、西島基弘著

【児童】
●「かばのさら・ばらのかさ」
　／石津ちひろ作、高畠純絵
●「こうじのくるま：はたらくく

るま」／コヨセジュンジ作・絵

お      がわ   たく

にし    じま    もと   ひろ

いし      づ

は       せ        べ      まさ    かず

たか  ばたけじゅん

い      とう たけし

本吉図書館気仙沼図書館
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