
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。７月の各種相談７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（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

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

11 日（月）

9:30 ～ 11:30

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

9:00 ～ 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（金） 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

11 日（月）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は１日（金）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

25 日（月）

月曜日から
　金曜日まで ＮＴＴ気仙沼ビル１階

13 日（水）

11 日（月）

５日（火） 10:00 ～ 12:00 市役所市民相談室

行政相談：市ワン・テン庁舎大ホール

本吉保健福祉センター「いこい」

14日（木）

人権相談：市役所市民相談室

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～７月の児童館行事～～７月の児童館行事～

●古町児童館　tel：23-4648
〔 ５日（火）10:00～〕誕生会＆七夕会（乳幼児親子）
〔16 日（土）11:00～〕児童館まつり
●赤岩児童館　tel：22-6879
〔14 日（木）  10:30～〕誕生会＆手形をとろう（乳幼児親子）
〔23 日（土）11:00～〕夏まつり
●大島児童館　tel：28-2655
〔 ７日（木）10:00～〕七夕飾りをしよう（乳幼児親子）
〔30 日（土）　9:30～〕児童館まつり ※NHK やっぺぇ登場
●鮪立児童館　tel：32-3189
〔 ９日（土）10:30～〕児童館まつり（乳幼児親子）
〔13 日（水）  10:30～〕誕生会＆交通安全教室（乳幼児親子）

めんこちゃんひろばめんこちゃんひろば

■日時／７月 11 日（月）10:00 ～ 11:30
■場所／波路上保育所（波路上原 35-1、tel：27-2306）
■内容／手遊びや体操を取り入れたふれあい遊び、　
　　　　  親子で七夕短冊づくりなど
※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。
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今月の行事今月の行事
◆気仙沼図書館

■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 9 日（土） 10:30～11:00 「くるくるタコさん」を作ります。幼児～小学校低学年

布おもちゃくらぶ 16 日（土） 14:00～15:00
フェルトで「スーパーマーケット⑥かご」を作
ります。持ち物は予約時にお知らせします。

一般：定員５名
（要予約）

一般：定員５名
（要予約）

赤ちゃんとプレママの
おはなし会 27 日（水） 10:30～11:00 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 16 日（土） 10:30～11:00 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。

ちぎり絵教室 26 日（火） 9:00～12:00

イベントイベント 日　時　など日　時　など 対　象対　象 内　容 内　容 

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】

13 日（水） 「はなび」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。

新聞紙を使って季節のちぎり絵はがきを作ります。
持ち物は予約時にお知らせします。

◆本吉図書館　～７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

【開館時間】　
平日 : 午前９時から午後７時まで
土・日曜日 : 午前９時から午後５時まで
【休 館 日 】　
毎週月曜日、19 日（火）、28 日（木）

納涼おばけ話会
29 日（金） 18:30～20:00 本当にこわいはなしのおはなし会

語り：佐藤凉子さん
（NPO法人全日本語りネットワーク）

小学生～中学生、保護者
（必ず保護者が送迎して
ください。）場所：中央公民館条南分館

おりがみ教室 23 日（土） 14:00～15:00 「おいしいものシリーズ」を折ります。小学生

おはなし広場
  スペシャル

30 日（土） 10:30～11:30 人形劇、絵本の読み聞かせなど。
協力：人形劇サークル ポケット幼児～小学校低学年

場所：中央公民館会議室３・４

【一般】
●「東北の古代史４　三十八年戦争と蝦夷政策の転換」
　／熊谷公男、柳原敏明企画編集委員著
●「haru_mi vol.40(2016夏）」／栗原はるみ著
●「遊園地に行こう！」／真保裕一著
【児童】
●「ラクラク！かわいい！！女の子の自由工作Book  
    小学１～６年生対応」／いしかわまりこ著
●「ようかいえんのかいすいよく」／白土あつこ作・絵

くまがい きみ  お やなぎはらとしあき

ハ　　ル　　　ミ

しら   と

くり はら

しん　ぼ   ゆう いち

【一般】
●「移り来て、今：ブラジル日系移住地に渡った人々の記録」
　／山田史子著
●「夜を乗り越える」／又吉直樹著
●「老いも病も受け入れよう」／瀬戸内寂聴著
【児童】
●「ぺんぎんたいそう」／齋籐槙著
●「ロボとピュータのはいくえほん」
　／あらしやまこうざぶろう文／みなみしんぼう絵

やま だ　ふみ  こ

また  よし  なお   き

せ      と   うちじゃくちょう

さい   とう  まき

新着図書新着図書
気仙沼図書館気仙沼図書館 本吉図書館本吉図書館

実験工作教室「よく飛ぶ紙飛行機を作ろう！」（要予約）　※各図書館に申し込みください。実験工作教室「よく飛ぶ紙飛行機を作ろう！」（要予約）　※各図書館に申し込みください。
【日時・場所】　７月 30 日（土）13:30 ～ 16:00　・本吉公民館　
　　　　　　　７月 31 日（日）13:30 ～ 16:00　・気仙沼中央公民館
【対象・定員】小学生・各会場 10 人（要予約）　※4年生以下は保護者が必ず付き添ってください。　
【内容】「紙飛行機」作ります。持ち物：30cm定規、セメダイン C、カッター、はさみ、油性マジック、水筒、帽子。

【日時・場所】７月２日（土）14:30 ～ 16:30　本吉図書館２階農事研修室
【内容】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い、より良く生きるヒントを探す「哲学
カフェ」。今年度は、毎回１冊の子どもの本を取り上げます。
【定員】20 人（要予約）参加無料　※本吉図書館（42-4785）に申し込みください。

哲学カフェ「子どもの本から考えてみよう」   第１回「100 万回生きたねこ」（要予約）哲学カフェ「子どもの本から考えてみよう」   第１回「100 万回生きたねこ」（要予約）
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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。７月の各種相談７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（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

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

11 日（月）

9:30 ～ 11:30

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

9:00 ～ 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（金） 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

11 日（月）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は１日（金）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

25 日（月）

月曜日から
　金曜日まで ＮＴＴ気仙沼ビル１階

13 日（水）

11 日（月）

５日（火） 10:00 ～ 12:00 市役所市民相談室

行政相談：市ワン・テン庁舎大ホール

本吉保健福祉センター「いこい」

14日（木）

人権相談：市役所市民相談室

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～７月の児童館行事～～７月の児童館行事～

●古町児童館　tel：23-4648
〔 ５日（火）10:00～〕誕生会＆七夕会（乳幼児親子）
〔16 日（土）11:00～〕児童館まつり
●赤岩児童館　tel：22-6879
〔14 日（木）  10:30～〕誕生会＆手形をとろう（乳幼児親子）
〔23 日（土）11:00～〕夏まつり
●大島児童館　tel：28-2655
〔 ７日（木）10:00～〕七夕飾りをしよう（乳幼児親子）
〔30 日（土）　9:30～〕児童館まつり ※NHK やっぺぇ登場
●鮪立児童館　tel：32-3189
〔 ９日（土）10:30～〕児童館まつり（乳幼児親子）
〔13 日（水）  10:30～〕誕生会＆交通安全教室（乳幼児親子）

めんこちゃんひろばめんこちゃんひろば

■日時／７月 11 日（月）10:00 ～ 11:30
■場所／波路上保育所（波路上原 35-1、tel：27-2306）
■内容／手遊びや体操を取り入れたふれあい遊び、　
　　　　  親子で七夕短冊づくりなど
※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。
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