
こどもの本の展示会こどもの本の展示会～～
◆「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）

日31
５

火12
５

　気仙沼市図書館（気仙沼図書館・唐桑分館・
本吉図書館・おおぞら号・おひさま号）は、５
月 11日（月）まで休館します。
●借りている本などがある方／貸出延期の手続
きは不要です。開館したらご返却ください。
●予約している本などがある方／貸出は開館後
になります。連絡があるまでお待ちください。
キャンセルの場合はご連絡ください。
●電話・メールでの受付内容／(１日、７～９日のみ)
①レファレンス（調べもの相談）・読書相談
②本の予約・リクエストの受付
※パスワードをお持ちの方は、ホームページか
ら予約できます。パスワードをお持ちでない
方、リクエスト希望の方は、電話またはメー
ルで、利用する図書館に連絡ください。

図書館 だ りりよよ
♪♪♪

たまごの図鑑【児童】
大木邦彦 ( 文・構成 ) ／あかね書房刊

エリック・カールのえいごがいっぱい【児童】
エリック・カール絵／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

【５月休館日】毎週月曜日、１日（金）～
　10 日 ( 日 )、28 日（木）

5月11日（月）まで　　 します（５月の行事はすべて休止）5月11日（月）まで　　 します（５月の行事はすべて休止）休館休館

新着図書新着図書

エリック・カールの「はらぺこ
あおむし」は世界中で愛されて
いる絵本ですが、この本はエリッ
ク・カールがこれまで作った絵
本から 220 以上の絵を集めて作
られた本です。どの絵本に描か
れた絵なのかを探してみるのも
楽しいですよ。色鮮やかな絵が
たくさんちりばめられています。 本吉

たまごから生まれる生
き物は、たくさんあり
ます。そもそも、たま
ごって何？どんな構造・
役割をしている？バラ
エティ豊かなたまごの
種類、生き物ごとの特
徴など、生命の不思議
がつまった写真図鑑。

おお  き  くにひこ

気仙沼

クロスステッチで作るかわいいＮＩＰＰＯＮ
平泉千絵、堀内 さゆり著／成美堂出版刊

なぜ僕らは働くのか【ティーンズ】
池上 彰 監修 / 学研プラス刊

「なぜ働くのか？」働くことの意
味や生きることについて、中・
高校生のみなさんに伝えてくれ
る本です。お金・勉強・やりた
いことの見つけ方・時代が変わ
ると仕事も変わることなど、マ
ンガで分かりやすく読み進める
ことができます。働くことに迷っ
た大人にもおすすめの本です。 本吉

見ているだけで懐かし
い気持ちになったり、
誰かに自慢したくなる
ＮＩＰＰＯＮモチーフ。
小さなさりげないモ
チーフも、印象深い大
きめのモチーフも、今
すぐ刺したくなるもの
ばかり。

ひらいずみ ち　えいけ がみ  あきら

気仙沼

４

※予約・リクエストできる件数は図書・雑誌：
4 冊、視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ）：2 点

●メールによるお問い合わせ先／
気仙沼 ✉tosho@kesennuma.miyagi.jp　
唐桑    ✉kr-tosho@kesennuma.miyagi.jp
本吉　 ✉mt-tosho@kesennuma.miyagi.jp

（電話受付は午前 9 時から午後４時 30 分まで）

　  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 月・水・金曜日 13:30 ～ 16:30 司法書士総合相談センター ☎ 022-221-6870※電話のみ

弁護士相談
（相続・金銭・トラブル)

11 日（月）11:00 ～ 15:30
※要予約

市民相談室　
予約受付：１日（金）から市民相談室☎ 22-3411 へ

行政書士相談
（暮らしの困りごと )

月～金曜日 9:00 ～ 21:00   
土曜日 9:00 ～ 17:00

法 テ ラ ス（ 日本司法支援センター） ☎ 0570-078374 
※電話のみ

無料法律相談

月・金曜日 9:00 ～ 17:00 仙台弁護士会 法律相談センター ☎ 022-223-2383
※電話のみ

月～金曜日 9:00 ～ 21:00   
土曜日 9:00 ～ 17:00

法テラス（日本司法支援センター） ☎ 0570-078374 
※電話のみ

月・水・金曜日 13:30 ～ 16:30 司法書士総合相談センター ☎ 022-221-6870 
※電話のみ

女性の悩み面接相談 13日(水)・25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

男性の悩み相談（男
性相談員による相談）毎週 水曜日 12:00 ～ 17:00 みやぎ男女共同参画相談室

男性相談専用電話:022-211-2557

ＬＧＢＴ相談（性的マイ
ノリティに関する悩み）

毎月第２・４火曜日
12:00 ～ 16:00

みやぎ男女共同参画相談室
LGBT相談専用電話:022-211-2570

行政相談（行政への
苦情、意見・要望） 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 行政困りごと相談所　☎ 022-263-6201

※電話のみ

人権相談（差別、い
じめ、嫌がらせ） 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 法務局気仙沼支局　☎ 22-6692

※電話のみ

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 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

多重債務相談 月～金曜日   9:00 ～ 17:00 東北財務局 金融監督第三課 多重債務相談窓口
☎ 022-266-5703

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   8:30 ～ 17:15 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 18 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 ６月４日（木） 13:30～16:30※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

※新型コロナウイルス感染症への対策として、一部の相談を休止しています。実施状況を、事前にお問い合わせください。

広報
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