
遊ホール

絵本であそぼう！Part２
と　き　10月9日㈬ 11:15～12:00
対　象　幼児(2歳以上)とその保護者
申　込　図書館カウンターか電話で
※汚れてもいい服装でお越しください
◆オープンアトリエ
　創作室を開放します。書道、絵画な
ど創作の場として活用ください。
と　き　11月3日㈰ 10：00～16:00
対　象　大人
　
 ４階ヤングアダルトコーナー
◆市内中学校がおすすめします！
　マイスクール人気ベスト本
　学校で人気の本をPOPとともに
展示します。
と　き　10月1日㈫～30日㈬
展示校　第一中学校
◆オリジナルしおりをつくりませんか？
と　き　10月26日㈯～11月10日㈰
対　象　中学生、高校生

 そのほか
◆「絵本デビュー」
 　～あかちゃんからえほん～
　７カ月児健康相談時に、「えほんデ
ビューパック」（絵本一冊・布バック・
赤ちゃん絵本リスト）をプレゼント
します。
と き 10月29日㈫ ところ 保健センター
◆「リサイクル市」開催
　保存期間を過ぎた雑誌の一部と本
を市民の皆さんに無料で提供します。

と　き　10月19日㈯、20日㈰ 10:00～17:00
ところ　4階エレベーター脇
＜提供にあたってのお願い＞
①提供冊数は1人15冊まで
②持ち帰り用の袋を持参ください
③提供資料を有料で譲渡しないでください
歴史・文学探訪
と　き　11月12日㈫ 9:00～16:30
内　容　震災遺構仙台市立荒浜小学
　　　　校などを巡ります
定　員　先着17人
講　師　渡辺誠一郎さん(俳人、『小
　　　　熊座』編集長）
参加費　1,800円（施設入館料、資料代など）
申　込　10月1日㈫10:00～11日㈮18:00
　　　　※図書館カウンターか電話で
◆貴重書庫収蔵資料展Ⅱ
　図書館の約3,000点の貴重資料の
一部を展示する企画展。今回は「孔孟
の教え」。書き下し文と現代語訳も展
示します。
と　き　10月1日㈫～30日㈬
ところ　図書館3階ショーケース
※期間中一回展示替えあり

もっとExcel(エクセル)講座
　表計算応用と関数の初歩を学ぶ初
級者向け講座です。
と　き　10月23日㈬～25日㈮ 10:00～
　　　　※3日間連続、2時間程度
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　10月7日㈪8:30～

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください 
 4階視聴覚室
◆「子ども映画会」
　幼児から小学生向けの映画を上映
します。ご家族でどうぞ。
と　き　10月12日㈯
「たのきゅう」「透明ネズミ」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～③15:00～
と　き　10月19日㈯
「てえてえ小法師」「仲良し同盟」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～③15:00～
◆図書館さんぽ～秋紅葉～
　日本の秋を錦に彩る美しい紅葉を
スクリーンで鑑賞しませんか。
と　き　10月26日㈯ ①10:30～②13:30～
対　象　どなたでも　

 4階おはなしの部屋
◆おはなし会デビュー
　「ぴよぴよおはなし会」
　赤ちゃん絵本の読み聞かせと親子
のふれあいあそびを行います。
と　き　10月1日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など。
と　き　10月8日、15日、29日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児とその保護者
◆おはなしびっくり箱のちっちゃな
　絵本の部屋
　楽しい絵本と手遊びがいっぱい！
と　き　10月18日㈮ 11:00～11:30
◆手のひらの会
　はじまるよ！はじまるよ！楽しい
紙芝居。
と　き　10月26日㈯ 11:00～11:30

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　10月27日㈰ 15:00～15:30
内　容 　「輪ゴム」を使った手品の実演

 4階創作室
◆紙で不思議？をつくろう！
と　き　10月13日㈰ 14:00～15:00
内　容　“おもちゃと折り紙“をつくる。
対　象　小学生以上10人程度

・ふれあいエスプ塩竈  ☎367-2010 FAX365-3741
・遊ホール　　　　　  ☎365-5000
・市民図書館　　　　  ☎365-4343

http://lib-shiogama.la.coocan.jp
・視聴覚センター　　  ☎365-4500
・公 民 館　　            ☎365-3341 FAX365-3342

視聴覚センター

天満敦子ヴァイオリンリサイタル2019
～災害の無い平穏な令和でありますように！～

市民参加企画を企画、演出団体の提案を募集！

と　き　10月8日㈫ 18:30～(開場18:00)
入場料　一般2,000円、高校生以下1,000円 ※当日券は500円増
出　演　中村鷹之資

ようこそ!古典芸能の世界へ
　～若手歌舞伎役者による舞踊とトークの会～

と　き　12月14日㈯ 15:00～(開場14:30)
入場料　前売り2,000円、当日2,500円　全席指定　出演　天満敦子
※前売り券は10月中旬販売予定

公演時期　令和2年2月　ジャンル　ミュージカル、演劇、音楽など
募集受付　10月1日～31日

市民図書館
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◎行事･イベント

 エスプホワイエ

◆エスプコンサートDomenica69
　音楽は人生のパートナー 第2章
　なつかしい歌、なつかしい曲。
と　き　10月5日㈯ 14:00～15：00
曲　目　庭の千草、ロンドンデリーの歌ほか
出　演　渡辺喜美江(歌)、上西雅江/

庄子由貴(ピアノ)、宮沢満
里子/長崎邦子(フルート)

 エスプホール

JAXAコズミックカレッジ2019
　「ブラックホールってなんだ？」
と　き　10月20日㈰ 13:00～15：30
対　象　小学生以上(保護者同伴可)
持ち物　筆記用具、はさみ
講　師　佐藤元太さん(仙台たなばた分団)
申　込　受付中
あそびまショップ
　「エスプミニ運動会」
と　き　10月10日㈭ 10:30～11：30
対　象　幼児と保護者15組
持ち物　動きやすい服装
申　込　受付中

 創作室

かんたん工作おもしろ創！
「魔法使いのぼうしを作ろう」
と　き　10月開館時間中(1日10人程度)
※材料が無くなり次第終了
ユーカリとミモザのリースをつくろう
と　き　10月12日㈯ 10:30～
対　象　どなたでも10人
講　師　角谷良子さん(新富町)
申　込　10月1日㈫ 10:00～

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

◎10月のボランティア自主事業

 学習室１

パッチワークを
はじめませんか　　　　　　　　　
　「ミニ猫ポーチ」
と　き　10月16日㈬ 10：30～15：30
定　員　先着20人　材料代 1,300円
持ち物　裁縫道具・昼食・筆記用具
講　師　吉田九重子さん(多賀城市)
申　込　10月2日㈬ 10:00～
おやこdeキッチン事業
～おいしい食のワークショップ～
「切って 干すだけ 楽しくおいしく
干し柿＆ドライフルーツづくり」
と　き　10月26日㈯ 10：00～12：30
対　象　小学生と保護者(祖父母可)20組
参加費　1,200円/組(材料費)
講　師　キッズKettle‘skitchen
持ち物　エプロン、三角巾、皮むき用
　　　　ピーラー
申　込　受付中

 キッズスペース

◆キッズボランティアおはなし会
　歌や紙芝居で楽しく過ごしましょう。
と　き　毎週㈬㈮ 11：00～12：00
話し手　子育て支援 ふぉ・ゆ
◆「おはなしぱんどらのおはなし会」
　パネルシアター、絵本など。
と　き　10月13日㈰ 11：00～11：30

 本の森

◆「本のちょっと」
　おはなしとギターを楽しもう。
と　き　10月5日㈯ 11:00～11：30
話し手　きっと・えすけっと
◆サットさんのSTORY TIME!
　たのしく英語であそぼう！
と　き　10月20日㈰ 14：00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 ミーティングルーム

◆はれの日に
　創作人形17体のほか、つるし雛など。
と　き　10月10日㈭～13日㈰

公民館教室 短期講座
男性のための着物着付講座
と　き　11月6日～12月4日毎週㈬
　　　　13:30～15:30（全５回）
講　師　岡澤マキ子 さん
持ち物　着物一式
※お持ちでない方は要問い合わせ
受講料　無料
対　象　20歳以上の男性10人
申　込　10月2日㈬～電話か公民館へ
「スマートフォン講座」受講生募集中
と　き　11月20、27日㈬ 10:30～12:00
ところ　第1会議室  定員 先着10人
講　師　門間 愛さん
持ち物　使用しているスマートフォン
　　　　※アンドロイド対応機
塩釜市芸術文化祭
第35回記念大会開催！
【展示・舞台合同開催】
と　き　10月5日㈯ 10:00～(開場9:30)
　　　　10月6日㈰ 9:30～(開場9:00)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
記念事業　バレエ・フラ特別講演
　　　　　茶道吟
入場チケット　2日間共通500円
第72回塩竈市美術展 作品募集！
と　き　11月12日㈫～17日㈰
ところ　エスプホール
種　目　洋画、日本画、書道
搬入日　10月26日㈯、27日㈰
※詳しくは募集要項をご覧ください
公民館停電作業があります
　設備点検のため下記日程で全館停
電を行います。談話室利用の方はご
注意ください。当日の問い合わせは
エスプへ、貸館受付については後日
問い合わせください。
と　き　10月25日㈮ 9:00～15:00

エスプ 10:00～21:00（本の貸し出しは図書館と同じ）
図書館 10:00～18:00（火～金）10:00～17:00（土・日祝）

開館時間

エ　ス　プ

公　民　館
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10月の図書館・エスプ休館日

ESP DANCE PES 2019
出場チーム募集！
と　き　12月8日㈰　対象　どなたでも
申　込　受付中～10月13日㈰
　　　　用紙を持参、ファクスまたは郵送
　　　　※10月13日㈰必着

桜菓子姫
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