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図書館 だ りりよよ
♪♪♪

キャッシュレス貧乏にならないお金の整理術
横山光昭著／クロスメディア・パブリッシング刊

さくらの谷【児童】
富安陽子文／松成真理子絵／偕成社刊　

　

■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

【４月休館日】毎週月曜日、23 日（木）、
　29 日（水・祝）

今月の行事今月の行事

11日(土)10:30~11:30
16日(木)10:00~正  午
17日(金)15:00~16:00
18日(土)10:30~11:00
18日(土)14:00~14:30
18日(土)10:30~11:00
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

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

日　時日　時イベントイベント
こうさくあそび
趣味の部屋
おりがみあそび
おりがみあそび
おはなし広場※対象:小学生
おはなし会
布おもちゃくらぶ
おはなしたまご
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

　林の中の尾根道を歩いていた
私は、ふとのぞき込んだ谷の景色
に驚きました。まだ山は枯れ木に
覆われているというのにそこだけ
が満開の桜だったのです。聞こえ
てくる歌声に誘われて谷に下って
いくと、花見をしていたのは色と
りどりの鬼…。絵本ですが、大人
にもおすすめの心温まる物語。 本吉

　電子マネー・クレジッ
トカードなど、多様な
キャッシュレス決済が選
べる今、大切なのは『支
出の視える化』だった。
自分の生活スタイルに
合わせたキャッシュレス
の上手な使い方とは。

よこやま みつあきとみやす  よう  こ まつ なり   ま 　り   こ

気仙沼

　古文書に使われるくずし文字の読解ができること
を目標に、初歩的な文から取り組みます。
●対象・定員／どなたでも・15人（要申込）
●会場／本吉公民館青年研修室

古文書に親しむ会古文書に親しむ会26 日
本吉図書館行事

　
　図書館利用カードを作成時に提出していただいた、
「利用者登録票」の記入内容（姓・住所・電話番号・勤務先
など）に変更がある方は、変更の手続きが必要です。
●変更届受付場所（必要なもの）／各図書館、移動
　図書館「おおぞら号」・「おひさま号」（身分証明書）

住所などが変わったら「図書館利用カード」の
変更の手続きが必要です
住所などが変わったら「図書館利用カード」の
変更の手続きが必要です

▶パスワードの登録はお済みですか
　図書館内ＯＰＡＣ（図書館資料検索機）や図書館
ホームページから、本などの予約のほか、自分が借
りている本の返却日の確認、借りたい本の予約状況
などを確認することができます。このサービスの利
用には、パスワード登録が必要です。登録は、最寄り
の図書館で手続きできます。

こどもの読書週間イベントこどもの読書週間イベント～～

　子ども読書の日（４月
23日）からの 20日間はこ
どもの読書週間です。市内
各図書館で子どもの本の展
示と貸し出しを行うほか、
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。
◆「しかけ絵本展」（気仙沼図書館 1 階）
　※展示のみで貸出はありません
◆「子どもの本展」（唐桑分館展示コーナー）
◆「子ども読書の日わくわく絵本展示会」
　（本吉図書館展示コーナー）

火12
５

水22
４

　より親しみやすい広報紙と市民自ら市の魅力
を発信できるよう、ＬＩＮＥ公式アカウントを使
用し、広報けせんぬまや市公式サイト・ＳＮＳな
どに掲載する写真を募集します。うまく撮れたあ
なたのイチオシの写真を投稿し、広く市民の皆さ
んに紹介しませんか。
●募集する写真／市内の人、動植物、風景、イベン
　ト、食べ物など
●投稿方法／気仙沼市公式ＬＩＮＥアカウント
　に友達登録▶メインメニュー▶広報・ＳＮＳ▶
　写真投稿
●その他／投稿にあたっては、注意事項がありま

すので、応募前のフォームから確認してくださ
い。なお、応募のあったすべての写真を掲載す
るものではありません。
問市秘書広報課 ☎22-6600 内線 207

４月１日 ＃内湾＃絶景
＃復興【みっちゃん】

■問い合わせ先／
　市生涯学習課 ☎22-3442

久保のカツラ　
   く　　ぼ

　落合地区・久保に所在する国内でも有数のカ
ツラの巨木で、明治末期から昭和初期にかけて
活躍した田園歌人・熊谷武雄の生家の南西にあ
ります。カツラは 3～ 5 月に紅紫色の房状の
花を咲かせることから、種まきの時期を告げる
木とも言われています。また、秋には黄色く紅
葉した葉がほのかに甘い香りを放ち、葉は抹香
の材料になるため「香の木」とも言われます。
　カツラは雌雄異株で、この木は雌樹です。中
央の幹の先端はやや朽ちていますが、根元から

大小 20 数本の幹に分岐して大きな株を形
成し、箒状の美しい樹形を保っています。
樹齢は約 800 年以上と推定され、今なお樹
勢が盛んです。

  くま　 がい   たけ　  お

まっ   こう

　し　   ゆう       い　  かぶ

県指定天然記念物

こう ほうき

⑲

　　　  あなたの写真を
　　　  広報紙等に掲載します

※掲載イメージID:@kesennuma-miyagi

気仙沼市

ＱＲコードから
友達追加できます

登録
してね！
登録
してね！

どなたでも応募できます

ご存知ですか ～リサイクル奨励金制度～
　
　市では資源ごみを集団回収して資源回収
業者に売却した市内の団体にリサイクル奨
励金を交付しています（資源ごみ :１キログ

ラム 当
たり８円、ただしビン類は例外あり）。受
け取るためには、事前に申請が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

問市循環型社会推進課 ☎22-9680

リサイクルできないもの

　次のものは、ビニー
ル樹脂のため、リサ
イクルできません。
燃やせるごみに出し
てください。

・ビニール樹脂でできている家電製品など
の緩衝材

・くだものなどの緩衝材（ネット、シートなど）
・カップめん容器
・通信販売などで購入時の段ボールの中に

入っている小さいクッション材や透明な
クッションシート（通称プチプチ）

ごみの分別 ワンポイント

かんしょうざい
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