
　気仙沼図書館 Facebook で、ホヤぼーやの折り紙を紹介し
ています。新型コロナウイルス感染症の終息を願って、千羽鶴
ならぬ、千のホヤぼーやを図書館に展示します。皆さんが、
折ったホヤぼーやを気仙沼図書館までお届けください。郵送
でも受け付けています。
※折り紙はお返しできませんので、ご了承ください。

　お家時間を楽しく過ごすため
の「本の福袋」を作りました。
１つの袋に本が 5 冊入っていま
す。何の本が入っているのかは
開けてみてのお楽しみ！中身が
わかるセットも用意していま
す。気仙沼図書館は、大人向けと子供向けの
セットを準備しています。唐桑分館と本吉図
書館は子供向けセットのみです。

　気仙沼図書館・唐桑分館・本吉図書館の職
員が選んだ、中学生高校生の皆さんに読んで
もらいたい本 50 冊を展示貸出しています。
ブックリストでは、職員一人一人が、思いを
込めて紹介し、皆さんと本との出会いを応援
しています。

▶レファレンス（調べもの相談）・読書相談
　図書館の本などで、担当の職員が調べ物の
お手伝いをします。
▶本の予約・リクエストの受付
　パスワードをお持ちの方は、図書館公式サ
イトから予約できます（パスワードは最寄り
の図書館で登録できます）。
　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
図書館にご連絡ください。
※予約・リクエストできる件数は図書・雑誌は
４冊、視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ）は２点です。

▶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

（電話対応は各図書館の開館時間内です）

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

【6 月休館日】毎週月曜日、25 日（木）

気仙沼市図書館合同企画気仙沼市図書館合同企画

新着図書新着図書

　緊急事態宣言で、家で
庭仕事をして過ごされた
方も多いのではないで
しょうか。庭木の剪定を
したいけれど、よくわか
らないという方はぜひこ
ちらを読んでみてくださ
い。いつ・どこを・どう
切ったらよいのかが一目でわかるイラスト付
きです。

　日本皇室と英国王室の血筋
をひく公爵令嬢、警察庁監察
特殊事案対策官・西有栖宮綾
子警視正は、今日も自家用オ
スプレイに弾薬（現金）10
トンをぶちこんで出動する。
検察の裏組織〈一捜会〉の隠
謀によって引き起こされた全
国警察の重大不祥事を秘密裏
かつ迅速に解決するために。

気仙沼図書館 本吉図書館

電話・メールでの図書館サービスの紹介電話・メールでの図書館サービスの紹介おうちでワクワクセットおうちでワクワクセット #Stay Home#Stay Home
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中高生へ贈る図書館おすすめの50選中高生へ贈る図書館おすすめの50選

みんなで折ろうホヤぼーや！みんなで折ろうホヤぼーや！

はじめてでも美しく仕上がる庭木・花木の剪定
川原田邦彦監修 / 磯村仁穂イラスト / 西東社刊

オニキス
古野まほろ著／新潮文庫刊　

◎6 月の行事はすべて中止します

か   わら  だ　くに ひこ  いそ むら　に　ほ  ふる   の

フ ェ イ ス ブ ッ ク

こうしゃくれいじょう

にし あり すの みや

　  ６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)

10 日（水）11:00 ～ 15:30
※要予約

市民相談室　
予約受付：１日（月）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（月）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

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 10日(水)・22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

交通事故弁護士相談 17 日（水）14:00 ～ 16:00※要予約 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 15 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 ７月２日（木） 14:00～16:30※要予約 「いこい」／予約は１週間前までに「いこい」（☎25-7645）へ

思春期・ひきこもり相談 ７月８日（水） 11:00～16:30※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

※新型コロナウイルス感染症の対策として、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。
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