市立図書館（☎62−2414）田老分室（☎87−2976）新里分室（☎72−2019）川井分室（☎76−2167）
●
市立図書館･･･水〜土曜日 9:00〜19:00、火曜･日曜･祝日 9:00〜17:00
●田老・新里・川井分室･･･火〜日曜日 9:00〜17:00
■10月の休館日 ●
市立図書館・田老・新里・川井分室････月曜日

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、図書館や分室で予定している
おはなし会・映画会を中止する場合があります
③10月16日㈯午前11時、午後２時

市立図書館

「トムとジェリー

LIBRARY

図 書館情報

■開館時間

川井分室

～勝利は我に

（北上山地民俗資料館内）

～」
（８分）▶「14ひきのピクニッ
ク」
（14分）

【特集】本で楽しむ旅
『366日世界の城と宮殿』
小林

【特集】「秋ってどんな色？」

④10月23日㈯午前11時、午後２時

▶「みんなが知ってる心あたたま

克己（監修）

るなつかしいお話

～ねずみのそ

うだん／うさぎとかめ～」（10分）
▶「こどもにんぎょう劇場 ～び
んぼう神とふくの神～」（15分）
⑤10月30日㈯午前11時、午後２時

▶「ウォルト・ディズニー名作ア
ニメ集

本田

▶「へびくんのおさんぽ」（15分）
期日＝毎週土曜日

不二雄（著）

時間＝午後２時30分
内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ

田老分室
（田老公民館内）

【特集】
「紅葉路、東北・いわてを

特集「しゅっぱつしんこう！どこ

日時＝10月16日㈯午前11時

いこう？」
（こども図書室前）

内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ

たびのことについてわかる絵本

新里分室

【特集】
「お部屋を快適に！」
快適空間をつくるためのヒント

のなかで～」
（24分）
②10月９日㈯午前11時、午後２時
「年中行事アニメーション ～お月
いた赤おに」
（20分）

（新里生涯学習センター内）

泣

となる本を紹介します。
◇おはなし会（こども図書室）
日時＝10月12日㈫午前10時30分
内容＝絵本・紙芝居の読み聞かせ

川井・小国川／箱石コース

～どうくつ

様とうさぎ～」
（10分）▶「新

川井・閉伊川コース

◇おはなし会（こども図書室）

①10月２日㈯午前11時、午後２時

和井内・和井内深山産直付近
刈屋・澤口氏宅前
刈屋・高橋理容所前
新里中学校前
愛福祉会前
茂市駅付近
蟇目駅付近

10:15〜 10:30 樫内・宮古市消防団第29    
分団樫内器具置き場付近
10:50〜 11:05 末前･伝承館前
１日
11:20〜 11:35 三王災害公営住宅
15日
10号棟付近
29日 13:00〜 13:30 グループホームおもつべ
㈮ 13:45〜14:00 三陸鉄道摂待駅付近
14:30〜15:00 崎山・グループホームたろう

身近だけど知らなかった景色や

◇展示コーナー

◇こども映画会（視聴覚室）

10:40〜 10:55
11:00〜 11:15
14日 11:30〜 11:45
28日 13:10〜 13:30
㈭ 13:45〜14:00
14:15〜14:30
14:45〜 15:00

場所

再発見…！」
場所に出会える本を紹介します。

やおはなしを紹介します。

田 老

神社の中でも禁
足地とする奥宮
は、今日も太古の
カミ祀りの記憶が
保たれている。日
本全国にひっそり
と遺された「神々
のおわす場所」を
写真とともに紹介
します。

▶「あらしのよるに

地区 運行日・駐車時間

～青い自動車～」（８分）

◇おはなし会（こども図書室）

『異界神社』

移動図書館車
「うぐいす号（田老・新里・川井）」
10月の運行日程

新 里

世界に残る城や
宮殿のなかから、
世界遺産を含む
366件を厳選。来
歴と関連するエピ
ソードを、美しい
写真とともに紹介
します。

落ち葉やどんぐりなど、秋の絵
本を紹介します。

9:55〜 10:05
10:15〜 10:30
10:40〜 10:50
11:00〜 11:10
11:15〜 11:40
13日 11:45〜 11:50
㈬ 12:35〜 12:45
12:50〜 12:55
13:05〜 13:35
13:45〜 13:55
14:00〜 14:10
14:20〜14:30
9:40〜 9:50
10:00〜 10:10
10:20〜 10:30
20日 10:35〜 11:00
㈬ 11:10〜 11:20
11:30〜 11:40
13:05〜13:45
14:00〜14:20

平津戸
門馬出張所前
柳渡氏宅前
ウォーキングセンター
大倉氏宅前
「道の駅」
区界高原
やまびこ産直館
特産品加工施設
川井中学校
好心寺
箱石地域振興センター
片巣御供養様前
ユーニット
赤沢集会所
上湯沢集会所前
小国出張所
横道氏宅前
大久保バス停
川井小学校
むつわ荘
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各 種 無 料 相談

〜一人で悩まずに〜

10 月の無料相談会の日程です。気軽にご利用ください。

相

談

★弁護士相談

人権相談
月の各種無料相談（★★ は要予約）

８

行政相談

日

毎週木曜日
午前 10 時〜午後３時

場

所

予約・問い合わせ

市市民相談室（市役所１階、☎ 68-9081）

宮古

毎週水曜日
午前 10 時〜午後４時

川井

13 日㈬午前 10 時〜正午

盛岡地方法務局宮
盛岡地方法務局宮古
古支局
支局（☎ 62-2337）
門馬地域振興センター

宮古

12 日㈫午前９時〜正午

市市民相談室（市役所１階、☎ 68-9081）

田老

６日㈬午後１時 30 分〜３時 30 分 田老総合事務所

特設

19 日㈫午前 10 時〜午後３時
21 日㈭午後６時〜８時

田老総合事務所（☎
三 王 地 区 自 治 会 研 87-2111）
修センター

★新里

18 日㈪午前９時 30 分〜 11 時 30 分 新里福祉センター

新里総合事務所
（☎ 72-2111）

★川井

13 日㈬午前 10 時〜正午

門馬地域振興センター

川井総合事務所
（☎ 76-2111）

公証人相談（遺言相談）

19 日㈫午前９時〜正午

宮古公証役場（陸中ビル２階、☎ 63-4431）
※左記以外に相談希望日があればご連絡ください

★くらしとお金の安心相談会

７日㈭午後１時〜５時
※前日までに要予約

市市民相談室

信用生協盛岡事務所
（☎ 019-653-0001）

★災害復興住宅融資相談会

20 日㈬午後２時〜４時
※ 17 日㈰午後５時までに要予約

市役所内

住宅金融支援機構
（☎ 0120-086-353）

★交通事故相談

26 日㈫午後１時〜３時

市市民相談室（市役所１階、☎ 68-9081）
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職場のトラブルで悩んでいませんか？
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平日午前８時 分〜午後５時 分
受け付け）
【社会保険労務士制度推進月間無
料相談会】
職場トラブルなど労働問題・年
金・助成金・就業規則などの社会
労働全般について、社会保険労務
士が相談に応じます。予約不要で
すので、
お気軽においでください。
■日時
月 日㈮午前 時〜午
後３時
■場所 市民総合体育館スポーツ
フォーラム棟２階研修室
■問い合わせ 社会保険労務士昆
事務所 ☎(８５２１ )

相談・遺言・各種認可手続き・外国人
関連・土地の活用・自動車関連・各種契
約書の作成など、皆さまの毎日の暮らし
と事業に関わるさまざまな手続きについ
て、行政書士が無料で相談に応じます。
【行政書士暮らしと事業の無料相談会】
■日時 10月９日㈯午後１時〜４時
■場所 市民総合体育館ミーティング
ルーム
【無料電話相談会】
■日時 ①10月１日㈮午前10時〜午後４
時②10月15日㈮午後１時〜４時③10月20
日㈬午後１時〜４時
■相談電話番号 0120-973-308(フリー
ダイヤル)
【共通】
■問い合わせ 岩手県行政書士会事務局
(☎019-623-1555)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大
の状況により中止とする場合があります

【出前無料労働相談会】
労働者と事業主との間のさまざ
まな問題について、岩手県労働委
員 会 の 委 員 弁 護 士・ 労 働 団 体 役
(
員・ 経 営 者 な ど が
)相談に応じま
す。予約者を優先しますので、事
前予約の上、ご相談ください。
■日時
月 日㈯午後１時〜４
時 午(後３時受け付け終了 )
※当日受け付けも可能
■場所 宮古地区合同庁舎
■その他 新型コロナウイルス感
染症対策のため、中止や延期とす
る場合があります。
■申し込み 岩手県労働委員会事
務局（☎０１２０・６１０・７９７、

行政書士による
「暮らしと事業の無料相談会」

⓭

時

