
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。10月の各種相談10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

宮城労働局雇用環境・均等室
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（木） 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

17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18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

11日（火）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は３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

月曜日から
　金曜日まで ＮＴＴ気仙沼ビル１階

12 日（水）

17日（月）

市ワン・テン庁舎交流室Ａ

本吉保健福祉センター「いこい」

 13日（木）

今月の開催はありません。次回は 11 月１日（火）に市役所
市民相談室で開催予定です。

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～ 10月の児童館行事～～ 10月の児童館行事～ めんこちゃんひろばめんこちゃんひろば

■日時／ 10 月３日（月）10:00 ～ 11:30
■場所／小原木保育園
                （唐桑町岩井沢 107-1  tel：34-3833）
■内容／ハロウィンのおもちゃを作ろう、手遊び
　　　　と絵本の読み聞かせ、保育所の子どもた
　　　　ちと交流遊び
※申し込み不要。当日は保育士がおりますので、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。

10 月のおでかけ児童館
■日時／ 10 月 13 日（木）10:30 ～ 11:30
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／「みんなでハロウィン☆」
　　　　みんなでハロウィングッズを作って遊びます。
■対象／乳幼児と保護者
　このほか、市内の各児童館では、幼児の親子や小学生を対
　象にした様々な行事を開催しています。詳しくは、市ホー
　ムページをご覧ください。

■問／・赤岩児童館  tel：22-6879  ・古町児童館  tel：23-4648

広報

2016.10. 115

今月の行事今月の行事

　

図書館図書館 だだ りりよよ
♪♪♪

幼児には保護者が付き添ってください。

◆本吉図書館　～10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、11日（火）、27日（木）

■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　　　　　　

実験工作教室
「磨いてつくるプリズム」

２日(日) 10:00~12:00 小学生：定員15人（要
申込み）※親子での
参加も可

プラスチックのブロックを磨いて、自分だけのプリ
ズムを作ります。講師：白幡勝美氏（気仙沼SEA）会場：唐桑公民館

ちぎり絵教室 ６日(木) 9:00~12:00
一般：定員５人（要
予約）

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。

おはなしたまてばこ
【おりがみ】 12日(水) 15:00~16:00

幼児～小学校低学
年：10 人

おりがみで「さんま」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終了します。

７日(金) 19:00~21:00哲学カフェ「子ど
もの本から考えて
みよう」

会場：本吉図書館２階
閲覧室

一般：定員20人（要
予約）

ひとつのテーマをお茶を飲みながら語り合
い、より良く生きるヒントを探します。今回
は「おばあちゃんがおばあちゃんになった日
／長野ヒデ子作」を取り上げます。

こうさくあそび ８日(土) 10:30~11:30 幼児～小学校低学年 新聞紙で「パターゴルフ」を作ります。

全国訪問おはなし
隊キャラバンカー
見学とお話会

15日(土) 10:00~11:00 幼児～小学校低学年
絵本を積んで全国をまわるキャラバンカー
の見学と本吉公民館に移動してお話会をし
ます。おみやげも用意しています。

布おもちゃくらぶ 15日(土) 14:00~15:00 フェルトで「くまパン」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人（要
予約）

おりがみ教室 22日(土） 14:00~15:00 小学生 「ポケモンシリーズ①ジラーチ」を作ります。

赤ちゃんとプレママ
のおはなし会 26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、手遊びなど。

古本リサイクル市を開催します古本リサイクル市を開催します
■日時／ 10 月 29 日（土）、30 日（日）午前９時～午後５時 
■内容／図書館の古本と寄贈本をお譲りします。お好きな本をお持ち帰りください。
■会場（本の数）／本吉図書館（約 800 冊）、唐桑図書館（約 200 冊）

新着図書新着図書気仙沼図書館気仙沼図書館
【一般】
●「しつけない道徳」／尾木直樹著
●「自分でできる！小屋の作り方『小
　  さな家』のセルフビルド・施工マ
　  ニュアル / 手作り小屋実例集」
　   ／学研プラス編
●「茨木のり子 没後 10 年『言の葉』  
　  のちから」／河出書房新社編
【児童】
●「ライオンのおじいさん、イルカの  
　  おばあさん」
　   ／高岡昌江文・篠崎三朗絵
●「ブーツをはいたキティのおはな    
　  し」／ビアトリクス・ポター作、
　  クェンティン・ブレイク絵

本吉図書館本吉図書館
【一般】
●「日本まじない食図鑑：お守りを食
　   べ、縁起を味わう」／吉野りり花
●「キノコと人間：医薬・幻覚・毒キ
　  ノコ」／ニコラス・マネー著
●「1980 年代の映画には僕たちの青春
　  がある」／キネマ旬報社刊
【児童】
●「昔話法廷」／今井雅子原作
●「10ねこ」／岩合光昭写真・文

　絵本は子ど
もから大人ま
で楽しめる本
で、読書へと
誘ってくれま
す。読書の秋、
読書が苦手と

いう方はぜひ絵本から読書
を始めてみませんか？絵本
に詳しい個性的な人たちが、
それぞれのテーマで 10 冊ず
つ絵本を紹介しているこの
本を参考に読書の秋を楽し
んでください。

お      ぎ    なお     き

たか  おか  まさ     え しの   ざき  みつ     お

よし    の　　                 か

じゅんぽう  しゃ

いま    い    まさ    こ  　

じゅう いわ ごう   みつ あき

しら  はた  かつ    み

　10 月 27 日は「文字・活字文化の日」です。この日から 11 月９日までは「読書週間」
となります。「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっ
かけとなりますように。

か　い
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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。10月の各種相談10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

宮城労働局雇用環境・均等室
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（木） 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

17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18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

11日（火）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は３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

月曜日から
　金曜日まで ＮＴＴ気仙沼ビル１階

12 日（水）

17日（月）

市ワン・テン庁舎交流室Ａ

本吉保健福祉センター「いこい」

 13日（木）

今月の開催はありません。次回は 11 月１日（火）に市役所
市民相談室で開催予定です。

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～ 10月の児童館行事～～ 10月の児童館行事～ めんこちゃんひろばめんこちゃんひろば

■日時／ 10 月３日（月）10:00 ～ 11:30
■場所／小原木保育園
                （唐桑町岩井沢 107-1  tel：34-3833）
■内容／ハロウィンのおもちゃを作ろう、手遊び
　　　　と絵本の読み聞かせ、保育所の子どもた
　　　　ちと交流遊び
※申し込み不要。当日は保育士がおりますので、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。

10 月のおでかけ児童館
■日時／ 10 月 13 日（木）10:30 ～ 11:30
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／「みんなでハロウィン☆」
　　　　みんなでハロウィングッズを作って遊びます。
■対象／乳幼児と保護者
　このほか、市内の各児童館では、幼児の親子や小学生を対
　象にした様々な行事を開催しています。詳しくは、市ホー
　ムページをご覧ください。

■問／・赤岩児童館  tel：22-6879  ・古町児童館  tel：23-4648
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