
　         宮城県看護協会気仙沼支部と
の共催行事で「看護」を知るきっかけ
ができるイベントです。子どもから
大人まで楽しめる内容ですので、
ぜひご来館ください。
日時／12日（日）10：00～15：00
内容／健康相談、職業紹介、看護学校進路相
　　　談、白衣の天使体験、介護予防体操など 
問い合わせ先／気仙沼市立病院 安全管理室
　　　　　　　☎ 22-7100（内線 3311）

　著者は長年小児と成人の診
療を行っている精神科医。友
人関係や勉強など、疲れやす
い現代、５月病がさらなる追
い打ちをかける…！「心が疲れ
た…」と思った 10 代のみなさ
ん、ぜひこの本を手に取って
みてください。
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コミュ力ゼロからの「新社会人」入門【一般】  
渡瀬 謙 著／インプレス刊
　

　図書館 だ りりよよ
♪♪ ♪

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

  8日(水)10:30~11:00
  9日(木)11:00~11:50
10日(金)15:00~16:00
11日(土)10:30~11:00
16日(木)10:00~12:00
18日(土)14:00~15:00
22日(水)10:30~11:00
22日(水)10:30~11:00
25日(土)10:30~11:00
25日(土)14:00~15:00
26日(日)10:30~11:00
26日(日)14:00~14:30

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

【５月の休館日】 
毎週月曜日、１日(水)～４日(土)、
５日(日※唐のみ)、７日（火）、23日(木)

新着図書新着図書

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。

10 代のためのつかれた心がラクになる本「敏感
すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

【ティーンズ】

長沼 睦雄 著／文堂新光社刊

気仙沼図書館

本吉図書館

５月５日 (日 ) は「こどもの日」。
気仙沼図書館と本吉図書館を開館します。

りょく

※気仙沼図書館と唐桑分館では、大量返却による資料の破損を防ぐた
　め、 ４月 28 日 ( 日 ) ～５月８日 ( 水 ) までの間、  返本ポストを封鎖
　しています。また、５月５日、唐桑分館は休館です。

 ながぬま  むつ  お

   わた せ　けん

　　　市ＡＬＴエイブリー先生と一緒に、絵本
の読み聞かせ、 英語のゲームなどを楽しみます。
日時／18日（土） 10：30~11：30
場所／本吉図書館
対象／３歳から小学校３年生まで
定員／なし・申し込み不要
申し込み・問い合わせ先／本吉図書館 ☎ 42-4785

エイブリー先生と遊ぼう！おはなし会エイブリー先生と遊ぼう！おはなし会

　        月に１回、読み聞かせボランティアを
対象に、勉強会をしています。講師は図書館職
員で、どなたでも参加できます。
日時／９日（木）11：00～11：50
場所／気仙沼図書館 ２階会議室
定員／なし・申し込み不要
内容／読み聞かせのための絵本の持ち方・め

　　くり方の基本
問い合わせ先／気仙沼図書館 ☎ 22-6778

読み聞かせボランティア講習会読み聞かせボランティア講習会

「看護のひろば 2019」 in 気仙沼図書館「看護のひろば 2019」 in 気仙沼図書館

ＣＢＡ

　         市教育委員会が長年にわたり市内で
収集した民俗資料の企画展示をします。
○テーマ／「櫛（くし）と簪（かんざし）」
○期間・場所／５月９日（木）～６月 30 日（日）
　気仙沼図書館２階・郷土資料コーナー

第６回出前収蔵資料展第６回出前収蔵資料展

　新年度に入ってから早くも
１か月。新社会人の皆さんは、
様々な新しいこと学び、考えた
時期だったでしょう。中でも新
しい環境での人付き合いは、
思うようにいかないもの。本書
は、人付き合いが苦手でも少
しずつ不安が克服できる方法
が紹介されている１冊です。
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　  ５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   7 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)

10 日（金）11:00 ～ 15:30
※要予約

市民相談室　／
予約受付：７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（水）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 ８日 ( 水 )・27 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（月）10:00 ～ 12:00 市ワン・テン庁舎交流室Ａ／ 市民相談室☎22-3411

  ９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

13 日（月） ・ 27 日（月）
9:30 ～ 11:30 

 「いこい」／本吉・総務企画課 ☎42-2973
※ 27 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

個人債務者の私的整
理に関する相談
〈電話による相談〉

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 445

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

アルコール相談・教室 21日（火）家族教室13:00~14:30
※要予約  専門相談14:30~16:00

県気仙沼保健所／※教室・相談ともに要予約
予約は１週間前までに 市健康増進課（☎21-1212）へ

思春期・ひきこもり相談 ９日（木）11:00~17:00
※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
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