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　紐を引くと踊っているみたいに
動いて音がカンカン鳴る「おどる
カンカンピエロ」を作ります。
●時間／10:30～11:00
●対象・定員／幼児～小学校低学年（申込不要）
●場所／本吉図書館児童コーナー

気仙沼図書館行事

　市内の図書館について、利用者の皆さんと図書館
職員で、お茶を飲みながら語り合います。
●時間／13：30～15：00
●対象・定員／中学生以上の図書館利用者、図書館
　ボランティア・30人（19日(木)までに気仙沼図書館に要申込）
●場所／気仙沼図書館１階  ひらめきのへや

イベントイベント

ストーリーテリング講習会ストーリーテリング講習会

気仙沼市図書館利用者懇談会気仙沼市図書館利用者懇談会

　伊藤まるこ氏（おはなしきんきらこ代表・絵本専
門士）を講師に迎え、ストーリーテリング（昔話や物
語を覚え、語り届けること）を２回連続で学びます。
●時間／①７日(土)13:30～15:30
　　　　②８日(日)10:00～12:00
●対象・定員／読み聞かせ活動に興味のある方・20人
　　　　　　（気仙沼図書館に要申込）
●場所／気仙沼図書館１階 おはなしのへや

こうさくあそびこうさくあそび14 土

７ 土 ８ 日

22 日
３館合同行事本吉図書館行事

野菜だより図解 土づくりタネまき植えつけ
野菜だより編集部・編／学硏プラス刊

　
■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

【３月休館日】 毎週月曜日、20 日（金）、
　26 日（木）、気のみ:１日(日)～５日（木）

今月の行事今月の行事

６日(金)15:00~16:00
 ７日(土)10:30~11:00
12日(木)11:00~11:50
18日(水)10:30~11:00
19日(木)10:00~正  午
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
28日(土)14:00~15:00

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

日　時日　時イベントイベント
おりがみあそび
おりがみあそび
ボランティア勉強会
おはなしたまご
趣味の部屋
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

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。

新着図書新着図書

　「イクメン？父親とは？」という
疑問に答えてくれる本です。最
新の研究や調査などから、現代
の父親たちの知られざる役割を
知ることができます。これから父
親になる方はぜひお読みくださ
い。「父親の育児は子供の発達に
も効果あり!」なのだそうですよ。

本吉

　おいしい野菜をたくさん
育てるには「土づくり」が大
切。よい土壌づくりはどのよ
うにすればいいのか、畝の作
り方、タネのまき方、苗の植
えつけ方について、フルカ
ラーで分かりやすく解説。

くまがい ちとし

　 うね

気仙沼

　市内の小学生が、図書館の本を参考に作っ
た「作品」と「本」を気仙沼図書館・唐桑分館・本
吉図書館で巡回展示します。
●展示期間／
①本吉▶２月28日（金）～３月８日（日）
　展示場所：展示コーナー
②唐桑▶３月13日（金）～３月15日（日）
　展示場所：多目的室
③気仙沼▶３月21日（土）～４月５日（日）
　展示場所：１階エントランス

第2回 気仙沼市図書館児童工作手芸展第2回 気仙沼市図書館児童工作手芸展

図書館 だ りりよよ
♪♪♪

　気仙沼図書館２階ビジネ
ス支援コーナー（起業・経営・
ＰＲ・スキルアップ・まちづ
くりの本を集めたコーナー）
に、気仙沼市物産振興協会の
協力により、市の物産を展示
しています。
　cafeエスポアールでは展示
企業の商品販売とコラボメニューもあります。

市の物産展示をはじめました市の物産展示をはじめました
耳と心へ届けるおはなしを楽しもう耳と心へ届けるおはなしを楽しもう

とと
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３月の子育て関連イベントをお知らせします。市子育て
情報アプリ「ぽけっと」からも閲覧できます。

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ

乳幼児健康診査と教室・相談乳幼児健康診査と教室・相談

※乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知をしています。また、市ホームページにも掲載しています。

問／健康増進課　☎ 21-1212 

　　子育て関連イベント　　子育て関連イベント
市公式 Web サイト

プロ
  ジェクト

１.90１.90

こどもの笑顔を

育

めるまちを目指して

場所・問い合わせ先 日時 内容 (対象 )

気仙沼子育て支援センター
（☎ 23-4648）

13日(金) 10:30 ～ お誕生会＆カラダであそぼう！とことこタイム(１歳以上児と保護者)

18日(水) 10:30 ～ ぴよぴよおはなし会～絵本となかよしになろう～ ( ０歳児と保護者 )

本吉子育て支援センター
（☎ 42-2031）

12日(木)   9:30 ～ 親子クッキング ( 乳幼児親子 ) ※場所 : いこい、要申込

24日(火) 10:00 ～ ２・３月生まれのお誕生日会 ( 乳幼児親子 ) ※場所 : いこい
気仙沼児童センター

（☎ 23-4648） 14日(土) 13:30 ～ ゲーム大会「ヒューゴ おばけと鬼ごっこ」( 小学生）

赤岩児童館（☎ 22-6879）
 ５日(木) 10:30 ～ 誕生会 & 人形劇を楽しもう ( 乳幼児親子 )

14日(土) 13:30 ～ シェルオーナメント作り ( 小学生 )

26日(木) 10:30 ～ 人形劇を観よう！ ( 小学生 )

鹿折児童館（☎ 22-6877 ）
18日(木) 10:30 ～ 誕生会 & お店屋さんごっこ ( 乳幼児親子）

大島児童館（☎ 28-2655）
  3日(火) 10:30 ～ ひなまつり会 ( 乳幼児親子 )

 ７日(土)  9:30 ～ おめでとう会 ~ クレープをつくろう ~※材料費 :200 円、持ち物：エプロン、三角巾、上靴（小学生）

鮪立児童館（☎ 32-3189）
  3日(火) 10:30 ～ ３月のお誕生会＆ひなまつり会( 乳幼児親子 )

14日(土) 10:00 ～ 「卓球大会」( 小学生 )

検診・教室名 受付日時 場所 対象 内容（持ち物）

子育て相談
（予約不要）

13日(金)  9:30 ～ いこい
就学前のお子
さんと保護者

お子さんの発育・発達、食事、歯
磨き、トイレトレーニングなどの
子育てに関する相談 ( 母子健康手
帳 )17日(火)  9:30 ～ すこやか

離乳食教室
（要予約・定員 15 組） 19日(木)  9:30 ～ すこやか

生後５～６カ
月のお子さん
と家族

ミニ講話、調理実習、試食（母子
健康手帳、エプロン、三角巾、筆
記用具、おんぶ用の帯、問診票、
その他お子さんに必要なもの）

　１月 26 日 ( 日 ) に行われたう
みのこフェスタ。当日は会場の鹿
折ふれあいセンターに市内外から
多くの親子が集まりました♪

うみのこフェスタ2020
Photo
Report
Photo
Report
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