
ストーリーテリングの世界へようこそ
と　き　10月13日㈯ 10:30～11:45
対　象　親子10組程度
※読み聞かせボランティアに関心の
　ある方や保育士など
講　師　武田節子さん
(ストーリーテラー｢こがねさらさら｣主宰)
申　込　4階カウンターまたは電話で
新聞の読み方講座
　在塩のベテラン記者が、新聞の読
み方や各紙の報道の違い、新聞の裏
話などを楽しく語ります。
と　き　10月17日㈬ 10:30～12:00
対　象　大人20人(先着順)
講　師　渡辺　豊さん
(毎日新聞社仙台支局塩釜駐在記者)
申　込　3階カウンターまたは電話で

 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。
と　き　10月2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9日、16日、23日、
　　　　30日㈫ 11:00～11:30
対　象　幼児と保護者
◆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19日㈮ 11:00～11:30
◆手のひらの会
　はじまるよ!楽しい紙芝居。
と　き　10月27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28日㈰ 15:00～15:30
内　容　“ボール”を使った手品

 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　10月14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

絵本であそぼう！Part2
「はっぱ」で作ろう動物たち
　絵本｢はっぱ｣を題材に、落ち葉で
動物をつくります。
と　き　10月10日㈬ 11:00～11:45
対　象　幼児(2歳以上)と保護者
　　　　10組程度
申　込　4階カウンターまたは電話で
※汚れてもよい服装でお越しください
セラピー犬と一緒に遊んでみよう！
＆わん！だふる読書会
と　き　11月3日㈯
①10:15～11:00、②11:20～11:50
内　容　①セラピー犬と楽しく触れ合
いながら、セラピー犬の仕事についてセ
ラピストさんに教えていただきます。
②セラピー犬への読み聞かせの体験
対　象　小学生、中学生、幼稚園年長
　　　　以上の親子など20組程度
講　師　NPO法人みやぎ動物介在福
　　　　祉会With職員とセラピー犬
申　込　10月10日㈬ 10:00～
　　　　4階カウンターか電話で
※犬アレルギーの方はご遠慮ください

 その他
◆えほんデビュー
   ～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1冊、布バッグ、赤ち
ゃん絵本リスト)をプレゼントします。
と き 10月23日㈫  ところ 保健センター

◆貴重書庫収蔵資料展Ⅱ
　今回は、明治から昭和にかけて出
版された本を展示します。

と　き　10月2日㈫～30日㈫
※期間中2回展示替あり
ところ　図書館3階ショーケース
◆「リサイクル市」開催
と　き　10月27日㈯、28日㈰ 
　　　　10:00～17:00
ところ　図書館4階エレベーターわき
・提供冊数は一人15冊まで
・持ち帰り袋を持参ください
・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16日㈮ 9:00～16:30
ところ　栗原市｢荒砥沢ダム｣など
参加費　400円　 定員 13人(先着順)
講　師　渡辺誠一郎さん
　　　　(俳人、｢小熊座｣編集長)
申　込　10月2日㈫10:00～18日㈭
　18:00～図書館カウンターか電話で
※昼食を持参ください

word（ワード）入門講座　
　3日間でワードの基礎操作を分か
りやすく学べます。
と　き　11月20日㈫～22日㈭
※3日間連続講座10:00～13:00
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　10月29日㈪8:30～電話にて
講演会｢しおがま物語｣
～第24章 塩竈と伊達家のつながり～
　塩竈の歴史について郷土史家の庄
子洋子さんにお話しいただきます。
と　き　11月7日㈬ 11:00～12:30
申　込　電話にて

・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
・塩竈市杉村惇美術館  ☎362-2555

視聴覚センター

　トーンチャイムが、いやしの音色を奏でます。
と　き　11月10日㈯ 14:00～(開場13:30)　　
入場料　一般1,000円、高校生以下500円(当日券300円増し)

　観客参加型のファミリー向けマジックショーです。
と　き　11月25日㈰ 14:00～(開場 13:30)　　
入場料　一般1,000円、高校生以下500円（当日券200円増し）

トーンチャイム ジャンボリーin塩竈

ファミリーエンターテイメント マジックショー
たかお晃市ファンハウス

遊ホール
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 ◆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
｢ネコクッション｣
と　き　10月17日㈬
　　　　10:30～15:30
材料代　3,800円
対　象　どなたでも20人
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3日㈬ 10:00～

 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。
息抜きおしゃべりタイムもあります。
と　き　毎週㈬㈮ 11：00～12：00
　　　　※5日㈮はお休みです
対　象　幼児と保護者
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
　パネルシアターや絵本、紙芝居な
どをお楽しみください。
と　き　10月14日㈰ 11:00～11:30
話し手　おはなしぱんどら

 本の森
◆｢本のちょっと｣ギターといっしょ!
　―たのしいおはなし会―
と　き　10月6日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上
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21日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

◎行事・イベント
 エスプホール
あそびまショップ｢エスプミニ運動会｣
　楽しく体をうごかそう!
と　き　10月18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、飲み物
申　込　10月2日㈫ 10:00～

 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
   「かんたんジャック・オ・ランタンをつくろう」
と　き　10月中開館時間内
対　象　どなたでも1日10人程度
　　　　（材料なくなり次第終了）
◆ふれあい松ぼっくり工作
と　き　10月7日㈰ 10:00～15:00
◆やさいのはんこ作り
と　き　10月14日㈰ 10:00～12:00
講　師　千葉幸一さん
　　　　(創作室ボランティア)
定　員　10人

 アートギャラリー
◆平間至写真講座･私の宝物
　塩竈フォトフェスティバル･ニコ
ン中学生フォトブックプロジェクト
特別企画で、市内中学生が撮影した
写真を展示します。
と　き　展示中～10月14日㈰
◆公私立合同保育展
　市内児童福祉施設の概要と活動内
容を紹介します。
と　き　10月16日㈫～21日㈰

◆第8回Quatre(キャトル)写真展
　写真約40点を展示します。
と　き　10月23日㈫～28日㈰
※最終日は16:00まで

 ミーティングルーム
◆本のリサイクル市
と　き　10月6日㈯、7日㈰
10:00～16:00 ※なくなり次第終了
・提供冊数は一人10冊まで
・持ち帰り袋を持参ください
・提供資料を有料で譲渡しないでください

 その他
◆おやこdeキッチン事業
　～おいしい食のワークショップ～
　プログラム3｢魚市場でしおがま
の味!おいしい干物つくり｣
と　き　12月1日㈯ 10:00～12:30
集合場所　塩竈市魚市場魚食普及ス
　　　　　タジオ
対　象　小学生と保護者20組

メニュー　さばの干物づくり、さばの
味噌煮(変更になる場合があります)
材料費　1組 1,000円（保険料含む）
持ち物　エプロン、三角巾
講　師　キッズkettle’s kitchen吉田恵子
申　込　10月16日㈫ 10:00～
　　　　参加費を添えてエスプ事務室へ

ESP DANCE PES2018
出場チーム募集!
と　き　12月2日㈰ 
対　象　小中学生、高校生以上
申　込　9月11日㈫～10月13日㈯
　　　　申込用紙を持参、ファクス
　　　　または郵送
※10月13日㈯必着

第34回塩釜市芸術文化祭
【展示･舞台合同開催】
と　き　10月6日㈯、7日㈰
　　　　10:00～(9:30開場)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
料　金　500円(2日間共通)
第71回塩竈市美術展作品募集！
開催期間　11月6日㈫～11日㈰
ところ　ふれあいエスプ塩竈
　　　　エスプホール
種　目　洋画、日本画、書道
搬入日　10月20日㈯、21日㈰
※公民館にある募集要項をご覧ください
「スマートフォン講座」受講生募集中
と　き　11月21、28日㈬ 10:30～12:00
定　員　10人(先着順)※無料
講　師　門馬 愛さん(スマホアドバイザー)
持ち物　使用中のスマートフォン(ア
　　　　ンドロイド対応機)

◆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
と　き　10月13日㈯(2話で15分)
①14:00～ ②15:00～
「七羽の白鳥」「トラになったトム」
と　き　10月20日㈯(2話で15分)
①11:00～ ②14:00～③15:00～
「謎の恋歌」「計算違い」

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）

開館時間

エ　ス　プ

公　民　館

市民図書館
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10月の図書館・エスプ休館日
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ティア自主事業

ン｣
7日㈬

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
桜菓子姫
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