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斉藤  洋  作／講談社  刊　

今月の行事今月の行事

　図書館 だ りりよよ
♪♪ ♪

■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

【10 月休館日】 毎週月曜日、15 日 ( 火 )、 
　22 日(火)、24日(木)

３日(木)11:00~11:50
９日(水)10:30~11:00
11日(金)15:00~16:00
12日(土)10:30~11:00
17日(木)10:00~正  午
19日(土)10:30~11:00
19日(土)14:00~14:30
19日(土)10:30~11:00
19日(土)14:00~15:00
23日(水)10:30~11:00
26日(土)10:30~11:00

26日(土)14:00~15:00

27日(日)14:00~15:00
30日(水)10:30~11:00

気仙沼
気仙沼
唐　桑
本　吉
唐　桑
気仙沼
気仙沼
本　吉
本　吉
本　吉
本　吉

本　吉

気仙沼
気仙沼

日　時日　時イベントイベント
ボランティア勉強会
おはなしたまご（乳幼児・妊婦向け）
おりがみあそび
こうさくあそび
趣味の部屋
おりがみあそび
おはなし広場（幼児～小学生低学年向け）
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
おりがみ教室
本のお茶会（読書会）※要予約

仙河海読書会※要予約

おはなしたまご（乳幼児・妊婦向け）

会  場会  場

・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。

　赤の画家と呼ばれている笹
尾光彦氏の油絵を展示します。
●日時／10月18日（金）から11

月１日（金）まで※最終日の
展示は正午まで

●会場／気仙沼図書館 エントランス壁面

　古くなって廃棄した図書館本と寄贈本などを
お譲りします。お好きな本をお持ち帰りください。
●時間／各日午前９時から午後５時まで
●会場／気仙沼図書館（ 正面玄関脇ピロティ:約500

冊）、唐桑分館（多目的室:約300冊）、本吉図書館
（入口付近:約1,000冊）

イベントイベント

13 日 ハロウィンの工作ハロウィンの工作 18 金 笹尾光彦～111枚の小さな絵～笹尾光彦～111枚の小さな絵～
ささ　お　みつひこ

気仙沼図書館

26 土 27 日

　ハロウィンに向けて、お部屋を装飾するガーラ
ンドを作ります。参加費は無料です。
●時間／①午前10時から②午後１時から
●対象・定員／小学校～高校生（各回定員20人・要申込）
　※小学校低学年は保護者同伴
●会場／ひらめきのへや

ママが借りた本を返すために、バス
に乗って図書館へ行ったぼく。本を
読んでいてうっかり居眠りしたぼく
が「夜の図書館」で見たものは…。

さいとう　よう
気仙沼図書館・本吉図書館

 　気仙沼図書館に設置している専用端末で、国立国会図書館デジタルコレクション（絶
版などの理由で入手困難な資料を閲覧できるサービス）＊と、河北新報データベースが閲
覧できます。河北新報データベースは、1991 年８月１日から前日までの河北新報に掲載された記事を検索でき
ます。新聞掲載紙面と同様のイメージのほか、切り抜きイメージの閲覧も可能ですので、ぜひご利用ください。
■利用方法／利用申込用紙に記入後、レファレンスカウンターで申し込み（＊は図書館利用カードが必要です）
■利用時間／１人１回 30 分以内（次の利用者がいない場合、１回に限り延長が可能）　

からから

気仙沼市図書館読書週間行事

　古文書に使われるくずし文字の読解ができるよ
うになることを目標に、初歩的な短文から取り組
みます。全３回を予定しています。
●時間／午後１時30分から３時まで
●対象・定員／どなたでも参加できます・15人(要申込)
●会場／本吉公民館青年研修室

本吉図書館

古文書に親しむ会古文書に親しむ会

新着図書新着図書

10 月 27 日の「文字・活字文化の日」から
11 月９日までは、読書週間です。図書館で
たくさんの本と出会ってくださいね。

10 月 27 日の「文字・活字文化の日」から
11 月９日までは、読書週間です。図書館で
たくさんの本と出会ってくださいね。

古本リサイクル市古本リサイクル市

気仙沼図書館

とと

「国立国会図書館デジタルコレクション」と
「河北新報データベース」を利用してみませんか
「国立国会図書館デジタルコレクション」と
「河北新報データベース」を利用してみませんか

13 日

　  10 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 今月の開催はありません 次回は 11 月５日（火）の予定です
弁護士相談
（相続・金銭・トラブル)

10 日（木）11:00 ～ 15:30
※要予約

市民相談室　
予約受付：１日（火）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（火）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   ９日 ( 水 )・28 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）

  ９日（水）10:00 ～ 15:00
※行政相談のみ 市ワン・テン庁舎交流室B／ 市民相談室☎22-3411

21 日（月）10:00 ～ 12:00 
※人権相談のみ 市ワン・テン庁舎交流室B／ 市民相談室☎22-3411

10 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
  ７日（月）     9:30 ～ 11:30  「いこい」／本吉・総務企画課 ☎42-2973
  ９日（水）     9:30 ～ 11:30
※行政相談のみ 小泉公民館／本吉・総務企画課 ☎42-2973

16 日（水）　 9:30 ～ 11:30
※行政相談のみ 大谷公民館／本吉・総務企画課 ☎42-2973

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 気仙沼市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☎ 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 21 日（月）14:00 ～ 15:30 「いこい」／宮城県断酒会事務局 　☎ 022-214-1870

こころの相談 17 日（木）14:00 ～ 16:30
※要予約 

県気仙沼保健所／
予約は１週間前までに 市健康増進課（☎21-1212）へ

労働相談 月～金曜日  8:30 ～ 17:15 県労働相談窓口（専用ダイヤル） ☎ 022-214-1450
（労働条件、退職や解雇など労働に関する様々な問題の相談に応じます。）
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市政・一般 月～金曜日 9:00 ～ 16:30 市民相談室　☎ 22-3411
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10 日（木）11:00 ～ 15:30
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