
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。8月の各種相談8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

22 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

８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16日（火） 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（水）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は１日（月）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

22 日（月）

月曜日から
　金曜日まで ＮＴＴ気仙沼ビル１階

17 日（水）

８日（月）

２日（火） 10:00 ～ 12:00 市役所市民相談室

市ワン・テン庁舎交流室Ａ

本吉保健福祉センター「いこい」

12日（金）
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じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～８月の児童館行事～～８月の児童館行事～

●古町児童館　tel：23-4648
〔10 日（水）10:00 ～〕バルーンショーを見よう（小学生）
〔26 日（金）10:30 ～〕お誕生会＆水あそび（乳幼児親子）
●赤岩児童館　tel：22-6879
〔10日（水）10:30～〕スイカ割り(親子サークルキッズメロン・小学生）
〔26 日（金）10:30 ～〕誕生会＆夏の遊びをしよう（乳幼児親子）
●大島児童館　tel：28-2655
〔10 日（水）10:00～〕トールペイント（幼児親子、小・中学生）
〔20 日（土）10:00～〕映画上映会（学童）
●鮪立児童館　tel：32-3189
〔20 日（土）10:00～〕2016 夏休みお楽しみ会（学童）
〔30 日（火）10:30～〕８月生まれの誕生会（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／８月５日（金）10:00 ～ 11:30
■場所／月立保育所（台 244-1、tel：55-2901）
■内容／親子でうちわ作り、手遊びや体操を取り
　　　　入れたふれあい遊び
※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
緒に気軽にお越しください。

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 13 日（土）10:30～11:30 「くわがたクレーンゲーム」を作ります。幼児～小学校低学年

赤ちゃんとプレママの
おはなし会 24 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

幼児には保護者が付き添ってください。

動物ぽんぽんを作ろう！ ６日（土）10:30～11:30
毛糸で「白くまブローチ」を作ります。材料：毛
糸並太白１玉、ハサミ

小学生：定員 10 人
（要予約）

おはなし会 20 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

広報

2016.8.1 14

イベントイベント 日　時　など日　時　など 対　象対　象 内　容 内　容 

◆本吉図書館　～８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

【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、11日（木）、25日（木）　
※本吉図書館のみ蔵書点検のため
30日（火）～9月4日（日）休館

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
【おりがみ】 10 日（水） 「せみ」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。

イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容
◆唐桑分館

ちぎり絵教室
17 日（水） 9:00～12:00 新聞紙をちぎって絵はがきを作ります。テーマ

は「花火」です。持ち物は予約時にお知らせし
ます。

小学生とその保護者
：定員10組（要予約）
※一般の方も可場所：中央公民館

おりがみ教室 27 日（土） 14:00～15:00 「おいしいものシリーズ」を折ります。小学生

【一般】
●「日本の戦争解剖図鑑」／拳骨拓史著
●「DIY で軽トラを 10 倍楽しむ本　軽トラ荷台のカス

タムアイデア & テクニック」／ドゥーパ ! 編集部
●「美しい距離 」／山崎ナオコーラ著

【児童】
●「なぜ ? の図鑑魚 」／本村浩之監修
●「きもだめし  せすじがこおるしかけつき！」／新井洋行作

げん こつ  たく ふみ

もと  むら  ひろ ゆき

あら   い    ひろ ゆき

やま ざき

【一般】
●「ゆっくりたのしむ山歩き：はじめてでも安心 !」／
古谷聡紀著

●「スポーツ遺伝子は勝者を決めるか？：アスリートの
科学」／デイヴィッド・エプスタイン著

●「陸王」／池井戸潤著
【児童】
●「アリのたんけん」／栗林慧写真
●「写真でみる太平洋戦争とくらし・道具辞典」全２巻／昭和館監修

こ      や    とし のり

くりばやしさとし

いけ   い      ど  じゅんりく おう

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

【日時・場所】　８月 20 日（土）14:00 ～ 16:00・本吉公民館 　※本吉図書館へお申し込みください。
　　　　　　　８月 21 日（日）10:00 ～ 12:00・気仙沼中央公民館条南分館　※気仙沼図書館へお申し込みください。

【対象・定員】小学生・各会場 15 人（要予約）　※２年生以下は保護者が必ず付き添ってください。　
【内容】ペットボトルを使ったリサイクル工作です。風車や空気砲を作って遊びます。
【持ち物】ペットボトル３本（500ml ～２L円柱型の固めのタイプ２本、柔らかめのタイプ１本）、定規、カッター、はさみ、
　　　　油性マジック、風船１つ（28 ㎝）
【講師】菅原邦保氏（気仙沼 SEA)

【日時・場所】　８月６日（土）14:30 ～ 16:30　本吉公民館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、子どもの本を取り上げます。

【定員】一般 20 人（要予約）参加無料　※本吉図書館へお申し込みください。

哲学カフェ「子どもの本から考えてみよう」   第２回「おまじないつかい／なかがわちひろ作」哲学カフェ「子どもの本から考えてみよう」   第２回「おまじないつかい／なかがわちひろ作」

か  い

実験工作教室「ペットボトルで風車と空気砲を作ろう！」（要予約）　実験工作教室「ペットボトルで風車と空気砲を作ろう！」（要予約）　

すが  わら  くに   やす



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。
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総合労働相談
気仙沼公共職業安定所内
（東新城）
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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16日（火） 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（水）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は１日（月）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
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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
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〔30 日（火）10:30～〕８月生まれの誕生会（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／８月５日（金）10:00 ～ 11:30
■場所／月立保育所（台 244-1、tel：55-2901）
■内容／親子でうちわ作り、手遊びや体操を取り
　　　　入れたふれあい遊び
※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
緒に気軽にお越しください。


