
　

駐車場
（75 台）

駐輪場
入口

気仙沼図書館
気仙沼児童センター

シンボル
ツリー

↑気仙沼小学校

↓市民会館

施設概要
施設名称　気仙沼図書館　・　気仙沼児童センター
所 在 地　気仙沼市笹が陣３－30
構　　造　鉄筋コンクリート造２階建（一部３階）
敷地面積　7664.57 ㎡
面　　積　延床面積　3,221.40 ㎡（建物全体）
　　　　　図書館（1・2階部分）2,757.52 ㎡
　　　　　児童センター（1階部分）463.88 ㎡
問い合わせ先　
●気仙沼図書館　　　 ☎22-6778 ・ファクス 22-0964
●気仙沼児童センター ☎23-4648 ・ファクス 22-0964

　　開館時間

9：00～19：00　　
（土・日曜日は17時まで）

9：00～17：00

図書館

児    童
センター

休　館　日
　月曜日（祝日の場合はその翌
日も）、祝日、館内整理日（毎
月第４木曜日）、年末年始
　
月曜日、第２・第４日曜日、祝
日（その日が月曜日にあたる
場合は、その翌日）、年末年始

「人と本と 未来へ
世界へ つながる図書館」

　人と情報、人と人、過去と未来、
そして地域と市民をつないでい
く図書館、市民の知るたのしみ
と学ぶよろこびを支える交流の
拠点を目指します。

エレベーター
階段

２階

貴重書室

マンガ・視聴覚
資料コーナー

レファレンス

ティーンズ
コーナー

学習室

会議室

こどもとしょかん：ユドヨノ友好子ども館
2011年6月、インドネシアのユドヨノ大統
領（当時）が気仙沼市を訪れた際に200万
ドルの寄付を頂くことになりました。被
災した図書館を新築する際の建築費とし
て使用することとし、子どもの支援に充
てることから、「こどもとしょかん」を「ユ
ドヨノ友好こども館」と名付けました。

ティーンズコーナー
10 代を対象にした
図書を集めていま
す。また、グルー
プで利用できる学
習席があります。

貴重書室
これまで書庫に収納してい
た貴重な郷土資料を収蔵し
ている部屋です。

学習室
個別に区切られた学習机
（指定席）が 12 席あります。
静かに学習したい方はご利
用ください。

レファレンス／放送大学気仙沼視聴学習室
調べ物の相談を受けつけています。また、放送大学気仙
沼視聴学習室の受付カウンターも兼ねています。

雑誌コーナー
雑誌スポンサーとして、市内外企業・団体の皆様にご協力
いただいた雑誌を含む約120誌の最新号が並んでいます。

図書館閲覧席：
１階 42席、２階 188 席
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階段エレベーター
入口

図書館
事務室

こどもとしょかん：
ユドヨノ友好子ども館 カフェ カフェ

テラス

１階 図書館
エリア
児童センター
エリア

児童センター
事務室

みんなのひろば
（屋内遊戯室）

まなび
のへや おやこのへや

（子育て支援
センター）

ぎゃら
りー

ひらめき
のへや

雑誌
コーナー

まなびのへや
児童の学習や読書、
母親クラブなどの
活動に利用します。
小・中学生、高校
生が自由に過ごせ
る場所です。

ひらめきのへや・ぎゃらりー
好きな工作をした
り、料理や科学、
手芸教室などを行
います。作品展示
やイベントなどに
利用します。

児
童
セ
ン
タ
ー
は

子
ど
も
た
ち
が
い
つ
で
も
気
軽
に
遊
び

学
べ
る
み
ん
な
の
居
場
所
で
す

新
し
い
気
仙
沼
図
書
館
と

気
仙
沼
児
童
セ
ン
タ
ー
へ
行
こ
う
︕

新
し
い
気
仙
沼
図
書
館
と

気
仙
沼
児
童
セ
ン
タ
ー
へ
行
こ
う
︕

森のひろば
屋外遊びや散策が
楽しめます。

みんなのひろば
ボルダリングや軽運動が楽しめる屋内遊戯室です。

カフェ：
Cafe エスポアール
　営業時間／
　平  日　10：00～18：00
　土・日　10：00～16：00

おやこのへや（子育て支援センター）
保護者が安心して乳幼児の遊びを見守ることができます。乳幼
児親子のイベントや子育て相談・情報提供のほか、ファミリー・
サポート・センターの利用相談・入会手続きなどができます。
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　　　　　第76回三陸道、通る
 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　去る3月25日、待望の三陸道「本吉気仙沼道
路」大谷海岸IC－岩井崎IC－気仙沼中央IC間、約
7.1ｋｍが開通しました。大震災後、渋滞が日常
化していた国道45号や改良工事を加えたとは言
え狭隘区間が残る基幹農道の交通量緩和が期待
されると共に、霧立トンネルに続き気仙沼市に
おける高速道時代の幕開けを告げるものです。
　これまでの長年にわたる関係者のご尽力に敬
意を表すると共に、民間団体として国への要望
に実践的に関わってきた「三陸縦貫自動車道実
現の会」「気仙沼・本吉地方リアスハイウェイ女
性の集い委員会」「気仙沼人力車木遣會」など、要
望活動の同士として参加していただいた多くの
市民の皆様に心から感謝申し上げます。
　さらに今年度内には「歌津本吉道路」歌津IC－
（仮）歌津北IC－（仮）卯名沢IC間約10㎞、（仮）本
吉IC－大谷海岸IC間約４㎞、更には唐桑北IC－
陸前高田IC間約10㎞も開通します。この時点で
2020年度開通予定の（仮）卯名沢IC－（仮）本吉IC
間２㎞を除き、仙台から気仙沼中央ICまでが高
速道路で繋がることになります。設計速度は４
車線区間で100㎞、２車線区間で80㎞と設定さ
れており、もし仮にこのとおりに走行したとす
ると三陸道の起点仙台港北IC－気仙沼中央IC間
は最終的に77分で結ばれることになります。し
かも三陸道は鳴瀬奥松島ICから北は八戸まで全
て無料のままと決められています。
　物流や交流人口の拡大、命の道として救急救
命への貢献、防災道路としての機能など、私たち
が求めてきたものが現実のものとなります。大
震災以後進めてきた産業の再生、観光戦略、医療
の充実、防災などのまちづくりの効果を飛躍的
に増大させる中心インフラの誕生であり、今後
も高速道時代を享受するまちの仕掛けに注力し
たいと思います。
　早速、来年の2019年9月25日と10月13日に
は、釜石でラグビーワールドカップが開催され
ます。釜石から三陸道一本で唐桑南ICまで来ら
れる形であり、インバウンド（外国人観光客）を
向かい入れる好機として市民の皆様と共に準備
をしたいと思います。

　気仙沼市長

児童館（児童センター）
ってなあに？

子どもが自由に遊べる場
　子どもは遊びの中から様々な力を身につけて
いきます。体をたくさん動かしたり、失敗しな
がら工夫したり、遊びから心を豊かに育みます。
　友だちといっしょでも、ひとりでも、思い思
いに自由に遊ぶことができます。

子育てパパ・ママの
交流の場
　親子向けの行事も
開催。乳幼児親子が
集まって遊んだり、
おしゃべりしたり、
子育て情報交換の場
にもなっています。
　

■赤岩児童館  ☎ 22-6879  
・ ７日（土）10:30「人形劇をみよう」（小学生）
・19日（木）10：30「お誕生会＆みんなであそ
ぼう！！」（乳幼児親子）

■大島児童館  ☎ 28-2655
・12日（木） 10:30～「春ですよ、こんにちは。
みんなであそぼう」（乳幼児親子）
・21日 (土)  10:00～「プラバンを作ってあそ
ぼう」（小学生）

■鮪立児童館  ☎ 32-3189
・18日（水） 10:30～「お花見誕生会」（乳幼児
親子）
・21日（土） 10:00～「入学・進級おめでとう
会」（小学生）

■鹿折児童館 ☎ 22-6877
・7日（土） 14：00～「入学・進級おめでとう会」
（小学生）
・18日（水） 10：30～「４月生まれの誕生会＆
おたのしみ会」（乳幼児親子）

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ
～４月の児童館行事～

地域との交流の場
　地域の人とのふれあ
い事業や世代間交流事
業を通じて、子どもの情
操を育み、社会参加を促
します。

児童館は

※気仙沼児童センターは、児童館と子育て支
援の拠点施設です。

きょうあい

き や り かい
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【開館時間】
午前９時から午後７時まで
（土・日曜日は午後５時まで）

今月の行事今月の行事 ・詳しくはお問い合わせください。
・幼児には、保護者が付き添ってください。

日　時日　時イベントイベント
ボランティア勉強会
おりがみあそび
おはなしたまご
おはなしたまてばこ「おりがみあそび」
おはなし広場
おはなしタイム
こうさくあそび
趣味の部屋
子ども読書の日おはなし会スペシャル
布おもちゃくらぶ
赤ちゃんとプレママのおはなし会
おりがみ教室

  5日(木)11:00～11:50
  7日(土)10:30～11:00
11日(水)10:30～11:30
13日(金)15:00～16:00
14日(土)10:30～11:00
14日(土)14:30～15:00
14日(土)10:30～11:30
19日(木)10:00～12:00
21日(土)10:30～11:00
21日(土)14:00～15:00
25日(水)10:30～11:00
28日(土)10:30～11:00

会場会場
気仙沼
気仙沼
気仙沼
唐　桑
気仙沼
気仙沼
本　吉
唐　桑
本　吉
本　吉
本　吉
本　吉

４/23～５/12は「こどもの読書週間」です４/23～５/12は「こどもの読書週間」です
　４月 23 日「子ども読書の日」からの 20 日間
は「こどもの読書週間」です。図書館では子ど
も向けや親子で参加できる行事を開催しますの
で、どうぞお越しください。

期間／４月 21日（土）～５月 20日（日）

■仕掛け絵本の展示会（気仙沼）
■本のお楽しみ袋 /わくわく絵本展示会（本吉図書館）
　※お楽しみ袋は、対象年齢ごとの子どもの本５～６冊を貸
　　出します。
■子どもの本の展示会（唐桑）
　※図書館おすすめの子どもの本を展示し、貸出します。

子ども読書の日＆こどもの読書週間イベント子ども読書の日＆こどもの読書週間イベント

気仙沼図書館開館記念イベント　
♪こどもとしょかんコンサート♪
気仙沼図書館開館記念イベント　
♪こどもとしょかんコンサート♪

加藤ミチさんの布絵本展示会加藤ミチさんの布絵本展示会

■日時／４月１日（日）　10：30 ～ 11：30
■場所／図書館 １階フリースペース
■対象／子ども・親子（申込不要）
■出演／佐藤 香里 氏（音楽療法士）

■期間／５月 13日（日）まで
■場所／図書館 １階こどもとしょかん
■内容／加藤ミチさんより寄贈された布絵本
　　　　や手作りのお人形を展示します。

気仙沼児童センター
　　　　　　オープニングイベント
気仙沼児童センター
　　　　　　オープニングイベント
■日時・場所・内容／４月１日（日）
①９：30 ～ 15：00、　ひらめきのへや
　「ダンボール迷路で遊ぼう！」
②11：00 ～ 12：00、みんなのひろば
　「母親クラブサークル『たんたん』の人形劇」
③13：00 ～ 14：00、みんなのひろば
　「バルーンたかしくんのアートバルーン」
■日時／４月 21日（土）　10：30 ～ 11：30
・場所／みんなのひろば
・内容／大友剛 マジックと音楽と絵本のコンサート
■問い合わせ先／児童センター ☎ 23-4648 

【図書館の４月の休館日】
　毎週月曜日、26日（木）、29日（日・祝）

■問い合わせ先／気仙沼図書館 　　　☎22-6778
　　　　　　　　唐桑コミュニティ図書館 ☎25-7845
　　　　　　　　本吉図書館　　　　 ☎42-4785

気仙沼図書館気仙沼図書館

本吉図書館本吉図書館

新着図書新着図書

はにゅう　 ゆ づる

●はじめてまなぶもちかたのえほん
　宮里 暁美 監修・常永 美弥 絵 /
　ＰＨＰ研究所刊【児童】 
　えんぴつやお箸
の持ち方、定規の
使い方やぞうきん
の絞り方など正しく
出来ていますか？こ
の本では、家や学
校でよく使う道具の正しい持ち方や
使い方を、わかりやすい絵で紹介し
ています。新学期にぴったりの本で
す。親子で、お友達同士で読んでみ
てください。
●図解でわかる 14 歳から知っておき
たいＡＩ
インフォビジュアル研究所著【ティーンズ】
●野上さんちの超ラクチン弁当

　野上 優佳子 著

●夢を生きる　　　　　 羽生 結弦 著
●オリジン 上・下巻 ダン・ブラウン著
●桜の科学：日本のサクラは 10 種だ
け？新しい事実、知られざる由来とは

　　勝木 俊雄 著
●おおきくなったらきみはなんになる？
　藤本ともひこ 文・村上 康成 絵【児童】

かつ き   とし お

ふじもと むらかみ  やすなり

みやさと   あけ み つななが   み　や

の  がみ  ゆ   か   こ

さ  とう　かお  り

おおとも   たけし
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間２㎞を除き、仙台から気仙沼中央ICまでが高
速道路で繋がることになります。設計速度は４
車線区間で100㎞、２車線区間で80㎞と設定さ
れており、もし仮にこのとおりに走行したとす
ると三陸道の起点仙台港北IC－気仙沼中央IC間
は最終的に77分で結ばれることになります。し
かも三陸道は鳴瀬奥松島ICから北は八戸まで全
て無料のままと決められています。
　物流や交流人口の拡大、命の道として救急救
命への貢献、防災道路としての機能など、私たち
が求めてきたものが現実のものとなります。大
震災以後進めてきた産業の再生、観光戦略、医療
の充実、防災などのまちづくりの効果を飛躍的
に増大させる中心インフラの誕生であり、今後
も高速道時代を享受するまちの仕掛けに注力し
たいと思います。
　早速、来年の2019年9月25日と10月13日に
は、釜石でラグビーワールドカップが開催され
ます。釜石から三陸道一本で唐桑南ICまで来ら
れる形であり、インバウンド（外国人観光客）を
向かい入れる好機として市民の皆様と共に準備
をしたいと思います。

　気仙沼市長

児童館（児童センター）
ってなあに？

子どもが自由に遊べる場
　子どもは遊びの中から様々な力を身につけて
いきます。体をたくさん動かしたり、失敗しな
がら工夫したり、遊びから心を豊かに育みます。
　友だちといっしょでも、ひとりでも、思い思
いに自由に遊ぶことができます。

子育てパパ・ママの
交流の場
　親子向けの行事も
開催。乳幼児親子が
集まって遊んだり、
おしゃべりしたり、
子育て情報交換の場
にもなっています。
　

■赤岩児童館  ☎ 22-6879  
・ ７日（土）10:30「人形劇をみよう」（小学生）
・19日（木）10：30「お誕生会＆みんなであそ
ぼう！！」（乳幼児親子）

■大島児童館  ☎ 28-2655
・12日（木） 10:30～「春ですよ、こんにちは。
みんなであそぼう」（乳幼児親子）
・21日 (土)  10:00～「プラバンを作ってあそ
ぼう」（小学生）

■鮪立児童館  ☎ 32-3189
・18日（水） 10:30～「お花見誕生会」（乳幼児
親子）
・21日（土） 10:00～「入学・進級おめでとう
会」（小学生）

■鹿折児童館 ☎ 22-6877
・7日（土） 14：00～「入学・進級おめでとう会」
（小学生）
・18日（水） 10：30～「４月生まれの誕生会＆
おたのしみ会」（乳幼児親子）

じどうかん・ｉｎｆｏじどうかん・ｉｎｆｏ
～４月の児童館行事～

地域との交流の場
　地域の人とのふれあ
い事業や世代間交流事
業を通じて、子どもの情
操を育み、社会参加を促
します。

児童館は

※気仙沼児童センターは、児童館と子育て支
援の拠点施設です。

きょうあい

き や り かい

広報
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