
　

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

【10月休館日】 毎週月曜日、28日（木）
※唐桑のみ２日（土）、３日（日）

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。
・参加は市内在住者に限ります。

気仙沼図書館
「佐野洋子エッセイコレクション　

今日でなくてもいい」
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著／河出書房新社刊
　絵本『100 万回生きたねこ』
の作者によるエッセイ。これま
で出版された本の中から「生・老・死」をテー
マに再編集されたもの。著者のパワフルでわが
ままな生き方、考え方が魅力的です。読書にふ
ける秋にぜひどうぞ。

新着図書新着図書

イベントイベント 日時日時 会場会場
趣味の部屋
（定員：先着８人）

７日、21日（木）
10：00～正午 唐桑

おりがみあそび
（定員：先着２組５人※予約可）

７日（木）、８日（金）
15：00～ 15：40
10日（日）
11：00～ 11：40

唐桑

こうさくあそび ９日（土）
10：30～ 11：00 本吉

おりがみあそび
（先着５人ずつ開催）

10日（日）
10：00～ 11：00 気仙沼

おはなし広場（幼児～小学校
低学年　定員10組※要申込
当日申込可）

10日（日）
11：10～ 11：40 気仙沼

オンラインブックミーテング
（読書会）
（中学生以上　定員５人※要申込）
今月の本
「おらおらでひとりいぐも」
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10日（日）
14：00～ 15：30 気仙沼

おはなし会（３歳～小学校
低学年）

16日（土）
10：30～ 11：00 本吉

布おもちゃくらぶ
（定員５人※要申込）

16日（土）
14：00～ 15：00 本吉

ボランティア勉強会
「あやとりでおはなし」
（定員 10人※要申込）

21日（木）
13：30～ 15：00 気仙沼

おりがみ教室 23日（土）
11：00～ 11：30 本吉

本のお茶会（読書会）
（中学生以上　定員５人※要申込）
今月の本「教場」長
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23日（土）
14：00～ 15：00 本吉

おはなしたまご（乳幼児・
妊婦　定員 10組※要申込）

24日（日）
10：30～ 11：00 気仙沼

読 書 週 間 行 事

◆図書館宅配便
　～赤ちゃんのいるご家庭へ本をお届けします～
　�　育児などで忙しく、図書館を利用したくて
もできない、乳幼児のいるご家庭を対象に、
図書館利用カードを発行し、お住まいの地区
の図書館からご自宅に本をお届けします。宅
配は読書週間限定で１回に限ります。図書館
の本 20冊を４週間貸し出します。
●対象／①～③の条件を満たしていること
　①�市内在住で同居家族に乳幼児がいる（保育
所などに通っていない）

　②�図書館を利用したことがない、またはしば
らく利用していない

　③�図書館の車両（普通自動車）で自宅前まで
配達が可能

●宅配日／ 10月 27日（水）から 11月９日（火）
　（月・土・日曜日・祝日を除く）
　午前 10時～午後３時
●募集／ 10家族（申込順）
●問い合わせ・申し込み／気仙沼図書館
　（名前、住所、電話番号をお知らせください）
　☎�22-6778　FAX�22-0964
　 tosho@kesennuma.miyagi.jp

◆古本リサイクル市
　古くなって廃棄した図書館の本・雑誌と寄贈
本などをお譲りします。お好きな本をお持ち帰
りください。
●期間／ 10月 29日（金）～ 11月７日（日）
　　　　（休館日を除く）
　午前９時～午後５時（唐桑のみ 10時～５時）
●�会場／気仙沼図書館（正面玄関脇ピロティ）、
唐桑分館（多目的室）、本吉図書館（図書館入
口付近）
　※�密接・密集防止のため、来館者が多い場合
は入場制限をする場合があります。

　���10 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（気仙沼市の市外局番 0226）
市政・一般 月～金曜日 9:00 ～ 16:30 市民相談室　☎ 22-3411

登記 今月の開催はありません 次回は 11 月９日（火）です

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 ) 15 日（金）10:00 ～ 12:00 市民相談室　☎ 22-3411

無料法律相談
月～金曜日　
受付�9:00～ 17:00

日本司法支援センター�法テラス宮城��
☎ 0570-078369 または 050-3383-5535����

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

法律相談（収入等に
より有料の場合あり）

毎週�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

女性の悩み面接相談 13日(水)・19日(火)・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

みやぎ女性のための
出張相談

10 月７日（木）、11 月４日（木）
10:30 ～ 15:30※前日までに要予約

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）
人権相談（差別、い
じめ、嫌がらせ）

20 日（水）��10:00 ～ 12:00 市ワン・テン庁舎交流室A／�市民相談室☎22-3411

14 日（木）���10:00 ～ 12:00 唐桑総合支所２階�第３会議室／�唐桑・総務企画課☎32-4520

18 日（月）��� �9:30 ～ 11:30 本吉公民館談話室／本吉・総務企画課�☎42-2973�

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（田中前3-1-12）�☎ 22-5580

第２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

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 419

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

不登校・青少年に関
する相談 月～金曜日 10:00～ 16:00 教育サポートセンター�☎�24-0766・fax25-7812

✉ seiiku@kesennuma.miyagi.jp
交通事故相談 月・火・木・金曜日�8:30 ～ 16:45※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 18 日（月）14:00 ～ 15:30 小泉公民館／宮城県断酒会事務局�　☎�022-214-1870

思春期・ひきこもり相談 11 月 11 日（木）�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

ひきこもり家族会 13日（水）�13:00～15:30※要予約 県気仙沼保健所／予約は３日前までに県気仙沼保健所（☎21-1356）へ

こころの相談 11月４日（木）�14:00～16:30※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。

　10月２日（土）、３日（日）、気仙沼図書館・
本吉図書館は図書などの貸出ができません。市の
情報システム切替作業に伴い、図書館の貸出シス
テムが使用できないため、開館しますが一部サー
ビスのみのご利用となります。唐桑分館は蔵書点
検を行うため休館します。ご迷惑をおかけいたし
ますがご理解・ご協力をお願いします。

● ● 重 要 な お 知 ら せ ● ●

10 月 27 日（水）
～ 11 月９日（火）

広報
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