
１日(木)11:00~11:50
８日(木)10:00~正午
10日(土)10:30~11:30
17日(土)10:30~11:00
17日(土)14:00~14:30
17日(土)10:30~11:00
17日(土)14:00~15:00
21日(水)10:30~11:00
23日(金)15:00~16:00
24日(土)10:30~11:00
24日(土)14:00~15:00
28日(水)10:30~11:00

英語の絵本を
寄贈頂きました
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本　吉
本　吉
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日　時日　時イベントイベント
ボランティア勉強会
趣味の部屋
こうさくあそび
おはなし広場（幼児～小学生低学年向け）
おりがみあそび
おはなし会
布おもちゃくらぶ
赤ちゃんとプレママのおはなし会
おりがみあそび
おりがみ教室
本のお茶会（読書会）※要予約
おはなしたまご（乳幼児・妊婦向け）

会  場会  場

■問い合わせ先／
　気仙沼図書館 　☎ 22-6778
　唐桑分館　　　　    ☎ 25-7845
　本吉図書館　　 ☎ 42-4785

【開館時間】平日/気・本  9：00～19：00
 　　 　 　    　　  唐10：00～18：00
               土・日曜日/全  9：00～17：00

【８月休館日】 毎週月曜日、11 日 ( 日 )、 
　気・唐のみ13 日(火)、22日(木)、本吉
　のみ27日（火）～９月１日（日）

・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。

３ 土 10 土 子どもの本展示会子どもの本展示会

図書館 だだ りりよよ
♪♪ ♪

今月の行事今月の行事

「アイデアいっぱい！自由研究大ひゃっか」【児童】
成美堂出版編集部編／成美堂出版刊　　　

本吉図書館
新着図書新着図書

　観察、実験、社会、調査、工作の 5 つ
のテーマで、小学生にピッタリの自由
研究アイデアを 100 個紹介。難易度
や時間の目安もついて、自分に合った
ものが選びやすい。オールカラー。

　熊谷達也氏が描いた仙河海市（モデルは気仙沼
市）を舞台にした小説を毎月１冊ずつ取り上げ、
小説の世界を語り合います。今月の本は「希望の
海」です。
■時間／午後２時から３時まで
■対象／どなたでも参加できます
■会場・定員／２階会議室・15人(要申込)

イベントイベント

８ 木 実験工作教室実験工作教室 17 土 納涼おばけ話会＆としょかんさんぽ納涼おばけ話会＆としょかんさんぽ

仙河海読書会仙河海読書会

　　昨年度発行された児童書の
中から400冊を宮城県図書館
から取り寄せて展示します。
　読みたい本があれば予約・
リクエストできます。
■展示場所／はまなすの館  漁村美術館
■開館時間／午前９時から午後５時まで
　※10日(土)は午後４時まで

　　閉館後のまっくらな図
　書館でこわ～い話を聞き
　ませんか。夜の図書館内の
　散歩もします。

■時間／午後６時30分から
■対象／小学生から中学生（親子可・幼児不可）
　※図書館は一度閉館後、午後６時～６時30分に開場

　　私たちの身近な『空気の力』『水の力』
　　身近だけれど、実はとっても面白い

力がある「空気」と「水」。楽しい実験を通して、「空気」と
「水」の力を感じよう！夏休みの自由研究はこれでキマ

リ！工作したものは家で実験の続きができるよ。
■時間／午前９時30分から11時30分まで

■対象・定員／小学３年生から中年生・15人(要申込)
■持ち物／筆記用具・飲み物(お茶または水)

　　　スチロールカッターを作ろう

 せん   が　うみ

気仙沼図書館・気仙沼児童センター共催

気仙沼図書館

気仙沼図書館

　ＡＬＴのジョナサン
先生と、ディラン先生
が、小さな子どもたち
に英語に興味を持って
もらいたいと企画した「英語で遊ぼう！」を今
年に入り４回、気仙沼図書館で開催しました。 
その時に使用した絵本を含む 38 冊がこどもと
しょかん ( 気仙沼図書館 ) に寄贈されました。
　親子で一緒に楽しく読めるようにと選ばれた
幼児から小学生向けの本ですので、ぜひご覧く
ださい。次回の「英語で遊ぼう！」は秋を予定
しています。お楽しみに！

�����������������������������

　　発砲スチロール板を簡単に加工できる
スチロールカッターを手作り！文化祭
などで看板や工作物を作る時にも便利。
■時間／午後１時30分から３時まで

■対象・定員／中学生から大人・10人(要申込)
■持ち物／筆記用具・飲み物(お茶または水)、材料費100円

からから

■講師／菅原 邦保氏（気仙沼ＳＥＡ）
■会場／ひらめきのへや

 くまがいたつ  や

１

２

本吉図書館

すがわら くにやす

25 日
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　  ８月の各種相談 ■相談は無料です。            ■秘密は守られます。
■昼休み時間を除きます。■市民相談室 ☎ 22-3411

日　時 会　場　／　問い合わせ先
市政・一般 月～金曜日 9:00 ～ 16:30 市民相談室　☎ 22-3411
登記   ６日（火）10:00 ～ 12:00 市民相談室　☎ 22-3411
弁護士相談
（相続・金銭・トラブル)

13 日（火）11:00 ～ 15:30
※要予約

市民相談室　
予約受付：１日（木）から市民相談室☎ 22-3411 へ

行政書士相談
（暮らしの困りごと )

15 日（木）10:00 ～ 12:00 市民相談室　☎ 22-3411

無料法律相談

週 月・水曜日、毎月第１・３土曜日
（受付 11:00～15:00）

仙台弁護士会 気仙沼法律相談センター（田中前１丁目６- １）
☎ 22-8222 ※左記の曜日以外☎ 022-223-2383

毎週 木曜日
（受付 平日 9:00～ 17:00）

日本司法支援センター 法テラス南三陸（南三陸町志津
川字沼田56）　☎ 050-3383-0210

水･土曜日（祝日除く）
13:30 ～ 16:30（予約優先）

気仙沼司法書士相談センター　☎ 29-6760 

女性の悩み面接相談
14 日 ( 水 )・26 日 ( 月 )
10:00 ～ 16:00 ※要予約

市地域づくり推進課 男女共同参画推進室
☎ 22-6600 内線 334

夫やパートナーから
の暴力（DV）

月～金曜日 9:00 ～ 17:00 市地域づくり推進課 男女共同参画推進室　
DV相談専用電話:24-5988

行政相談（行政への
苦情、意見・要望）
人権相談（差別、い
じめ、嫌がらせ）

20 日（火）10:00 ～ 12:00 市ワン・テン庁舎交流室Ａ／ 市民相談室☎22-3411
 ８日（木）10:00 ～ 12:00 唐桑総合支所体育館事務室／ 唐桑・総務企画課☎32-4520
  ５日（月） ・ 19 日（月）
9:30 ～ 11:30 

 「いこい」／本吉・総務企画課 ☎42-2973
※ 19 日は行政相談のみ

ふれあい相談
（福祉・生活）

月・火・水・金曜日
9:00 ～ 15:00

気仙沼市社会福祉協議会　☎ 22-0709

生活相談 月曜日 9:30 ～ 11:30 社会福祉協議会本吉支所　☎ 42-2231

生活困窮・自立相談
月～金曜日 8:30 ～ 17:00 ひありんく気仙沼（本郷10-13遠間ビル2階） ☎ 22-5580
第２・３月曜日 9:30 ～ 11:30 社会福祉協議会本吉支所／ ひありんく気仙沼 ☎ 22-5580

消費生活
（契約・多重債務など）

月～金曜日 9:00 ～ 16:00
市消費生活センター☎ 22-3437 ※左記の曜日以外は
消費者ホットライン☎ 188( いやや！ ) へ

個人債務者の私的整
理に関する相談

月～金曜日 9:00 ～ 17:00
個人版私的整理ガイドライン運営委員会
コールセンター（東京本部）☎ 0120-380-883

高齢者福祉・介護、
生活

月～金曜日  8:30 ～ 17:00
市地域包括支援センター（市ワン・テン庁舎２階）
☎ 22-6600 内線 418
市高齢介護課（市ワン・テン庁舎２階）☎ 22-6600 内線 406

年金 月～金曜日  8:30 ～ 17:15 ＮＴＴ気仙沼ビル１階／石巻年金事務所 ☎0225-22-5118
看護師・保育士相談
（妊娠・出産・子育て）

月～金曜日  8:30 ～ 17:15
市子育て世代包括支援センター「すこやか」
☎ 29-6446

家庭児童相談 月～金曜日  9:00 ～ 16:00 市子ども家庭課☎ 22-6600 内線 435

青少年に関する相談 月～金曜日 10:00 ～ 16:00
青少年育成支援センター ☎24-0766・fax25-7812

seiiku@kesennuma.miyagi.jp

交通事故相談
月・水・木・金曜日
８:30 ～ 16:45

県気仙沼合同庁舎１階県民サービスセンター
☎ 24-3186

断酒会 19 日（月）14:00~15:30 「いこい」／宮城県断酒会事務局 　☎ 022-214-1870
がん相談
（がんに関すること）

月～金曜日  9:00 ～ 16:00
県がん総合支援センター　☎022-263-1560
fax022-263-1548   zaitaku-gan@miyagi-taigan.or.jp
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