
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。11月の各種相談11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

21日（月） 10:00 ～ 12:00

唐桑地域行政・人権相談 唐桑総合支所体育館事務室 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

14日（月）
28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（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（木）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は１日（火）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

16 日（水）

14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」

 10日（木）

１日（火） 10:00 ～ 12:00 市役所市民相談室

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～ 11月の児童館行事～～ 11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／ 11 月７日（月）10:00 ～ 11:30
■場所／前沢保育所
                （松崎高谷 255  tel：23-1936）
■内容／絵本の読み聞かせ、保育所の子どもたち   
　　　　とアンパンマン体操を踊ろう
※申し込み不要。当日は保育士や栄養士がいますので、
　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。

11 月のおでかけ児童館
■日時／ 11 月 17 日（木）10:30 ～ 11:30
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／「親子であそぼう！」
　　　　みんなでこぶたになって遊びます。
■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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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　～11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
◆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、３日（木・
祝）、23日（水・祝）、24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　　　　　　

９日(水) 15:00~16:00おはなしたまてばこ
【おりがみ】

18日(金) 10:00~11:00

幼児～小学校低学
年：10 人

おりがみで「柿」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。

３日(木・祝) 14:00~16:00哲学カフェ「子どもの
本から考えてみよう」

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「シ
ンデレラ（ペロー童話より）」を取り上げます。

こうさくあそび 12日(土) 10:30~11:30 幼児～小学校低学年「どうぶつ玉入れ」を作ります。

おはなしキャラバン ６日(日) 13:30~14:30 幼児～小学生 「おむすびころりん」の歌遊びや「セロ弾き
のゴーシュ」の楽しい読み語りをします。

布おもちゃくらぶ 19日(土) 14:00~15:00 フェルトで「かめパン」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 26日(土） 14:00~15:00 小学生 ポケモンの「アチャモ」を作ります。

赤ちゃんとプレママ
のおはなし会 30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。

読書週間記念講演：「気仙沼風情～昭和の情景～」を語る読書週間記念講演：「気仙沼風情～昭和の情景～」を語る
■日時／ 11 月６日（日）午後２時から４時まで
■講師／熊谷大海氏（オフィスみなと倶楽部）
■会場／中央公民館会議室３・４

●「自分の番を生きるということ人生のおさらい」
　／佐々木正美（ささきまさみ）著・相田（あいだ）みつを書
●「賢治童話ビジュアル事典」／中地文（なかちあや） 監修
●「おにぼう」／くすのきしげのり作、伊藤秀男（いとう
　  ひでお）絵【児童書】

　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。

イベントイベント 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容
◆気仙沼図書館

ちぎり絵教室

12日(土)

9:00~12:00 小学生と保護者：定
員 10 組（要予約）※
一般の方も可

パソコンやインターネットで「困った」ことを解消
します。図書館のｉＰａｄを使って楽しく学びます。会場：中央公民館

インターネット
セキュリティー教室

27日(日)

10:00~11:30 インターネット初級
者向け：定員10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。会場：中央公民館

音楽で遊ぼう ０～３歳児と保護者、
妊婦の方（要予約）

赤ちゃんと一緒に音楽で遊びます。
講師：佐藤香里（さとうかおり）氏（音楽療法士）

日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容イベントイベント

絵本作家によるミニミ
ニ講演会

10日(木) 15:00~17:00 一般：定員30人（要
予約）

「詩のおはなし・翻訳絵本の紹介」「絵本おた
すけこびとのできるまで」「本の装丁について」
を取り上げた講演会を行います。各30分程度。

おはなし会 19日(土) 10:30~11:00 幼児～小学校低学年 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。

■定員／ 40 名（要予約）入場無料
■申し込み／市内図書館へ電話などでお申込みください。
■内容／昨年出版の同書や講師所有の資料についての講演。

新着図書新着図書

26日(土) 10:00~12:00本吉公民館

27日(日) 10:00~12:00

ＬＥＤを使い、光の３原色の性質を確
かめる実験をします。ＬＥＤと和紙を
使って、自分だけのランプ作りも行い
ます。

小学生：各20人（要申込み）
※低学年には保護者同伴。
各地区の図書館にお申込
みください。

会　場会　場 日　時日　時 対　象対　象 内　容内　容

唐桑公民館
気仙沼中央公民館

26日(土) 14:00~16:00

◆坂口美佳子先生の実験工作教室「ＬＥＤでじっけん！きれいな光のランプをつくろう～」

●「ファミリア創業者坂野敦子（ばんのあつこ）：『皇室御用達』
　をつくった主婦のソーレツ人生」／中野明（なかのあきら）著
●「蜜蜂（みつばち）と遠雷（えんらい）」／恩田陸（おんだりく）著
●「子どもノーベル賞新聞」／若林文高（わかばやしふみたか）
　 監修【児童書】

気
仙
沼
図
書
館

気
仙
沼
図
書
館

本
吉
図
書
館

本
吉
図
書
館

くま     がい    たい     かい

さか　 ぐち          み           か          こ

会場：本吉公民館
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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。11月の各種相談11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

21日（月） 10:00 ～ 12:00

唐桑地域行政・人権相談 唐桑総合支所体育館事務室 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

14日（月）
28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（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（木）
11:00 ～ 15:30※定員８人、申し込み

　は１日（火）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

16 日（水）

14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」

 10日（木）

１日（火） 10:00 ～ 12:00 市役所市民相談室

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ ～ 11月の児童館行事～～ 11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／ 11 月７日（月）10:00 ～ 11:30
■場所／前沢保育所
                （松崎高谷 255  tel：23-1936）
■内容／絵本の読み聞かせ、保育所の子どもたち   
　　　　とアンパンマン体操を踊ろう
※申し込み不要。当日は保育士や栄養士がいますので、
　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。

11 月のおでかけ児童館
■日時／ 11 月 17 日（木）10:30 ～ 11:30
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／「親子であそぼう！」
　　　　みんなでこぶたになって遊びます。
■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. 11. 115




