
遊ホール

◆手品おじさんと遊ぼう!

と　き　12月22日㈰ 15:00～15:30

内　容　 を使った手品の実演

 4階創作室

◆紙でふしぎ？を作ろう

と　き　12月15日㈰ 14:00～15:00

内　容　 をつくる

対　象　小学生以上10人程度

 4階エレベーター脇

◆リサイクル市

と　き　12月14日㈯、15日㈰

　　　　10:00～17:00

 そのほか

◆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 12月17日㈫   ところ 保健センター

図書館アンケートにご協力ください

　これからの図書館のあり方を検討す

るために、アンケートを実施します。

期　間　12月3日㈫

　　　　～令和2年1月26日㈰

回答方法　図書館カウンターに備え

付けのアンケート用紙または図書

館ホームページのアンケート回答

フォームで

ワード（Ｗord）入門講座

と　き　12月17日㈫～19日㈭

　　　　10:00～13:00 (3日間連続講座)

受講料　1,000円（テキスト代）

申　込　12月2日㈪ 8：30～

ブログ作成講座（パソコン初心者向け）

と　き　令和２年1月21日㈫～23日㈭

　　　　10:00～13:00 (3日間連続講座)

受講料　1,000円（テキスト代）

申　込　12月20日㈮ 8：30～

◆人形劇団ごきげん座

　クリスマスおはなしフェスティバ

ル。人形劇やパネルシアターなど。

と　き　12月24日㈫ 11:00～11:50

対　象　幼児、小学生、親子など

◆図書館さんぽ

　～富士山麓 野鳥の詩～

　日々、新たな富士山の姿と富士山

麓に集う野鳥たちの詩を楽しみまし

ょう。

と　き　令和2年1月10日㈮

　　　　①10:30～ ②13:30～

地域を知る講座「塩竈市の文化財」

　文化財を通して、地域の魅力を学

びます。

と　き　令和2年1月16日㈭

　　　　10:30～12:00

対　象　大人20人(先着順)

申　込　12月10日㈫ 10:00～

　　　　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

　「ぴよぴよクリスマスおはなし会」

　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　12月3日㈫ 11:00～11:45

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　12月10日、17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　12月20日㈮ 11:00～11:30

◆お正月だよ!かるたとりで遊ぼう!

　日本の遊び「かるたとり」を皆さん

で楽しみましょう。

と　き　1月5日㈰ 11:00～11:30

 4階児童書フロア

◆本のたんてい

　物語のなぞを解いて、君も「本のた

んてい」になろう!景品もあります。

と　き　12月14日㈯

　　　　～令和2年1月26日㈰

対　象　幼児、小学生

・ふれあいエスプ塩竈  ☎367-2010 FAX 365-3741

・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 FAX 365-3342

視聴覚センター

と　き　12月14日㈯ 15:00～(開場14:30)

入場料　前売 2,000円 当日 2,500円 全席指定

出　演　天満敦子(ヴァイオリン)、勝呂真也(ピアノ)

曲　目　夢のあとに、シチリアーナ、望郷のバラード ほか

天満敦子ヴァイオリンリサイタル2019

と　き　令和2年1月18日㈯ 15:00～(14:30開場

入場料　一般1,000円、高校生以下 500円（いずれも当日500円増し）

出　演　大浦智弘、大瀧俊介(ピアノ)、三浦 梓(ソプラノ)

第10回しおがまファミリーコンサート
　「魔法使いリッチョ・ロソとポラーノの広場のピアノ・コンサート」

と　き　令和2年3月7日㈯ 14:00～ ※入場無料ですが、整理券が必要

菅野潤公開ピアノクリニック2019受講生募集
と　き　令和2年3月7日㈯ 14:00～(一人20分程度)

対　象　塩竈市、多賀城市、利府町、松島町、七ヶ浜町の小中学生

募集期間　12月2日㈪～令和2年1月10日㈮必着(当日消印有効)

募集人数　小学生2人、中学生2人　部門　ピアノソロ

曲　目　自由曲(7分以内)　受講料  無料 

※申し込み方法は、問い合わせください

菅野潤公開ピアノクリニック&ミニコンサート開催

しおがま文化大使

しおがま文化大使
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◆サットさんのSTORY TIME!

　たのしく英語であそぼう!

と　き　12月15日㈰ 14:00～

講　師　サットさん(塩竈市ALT)

◎行事・イベント

 エスプホワイエ

◆エスプコンサート Domenica70

　「ヴァイオリンとチェロのコンサート」

と　き　12月15日㈰ 14:00～15:00

曲　目　G線上のアリア ほか

出　演　String G-forest

　

 創作室

◆かんたん工作おもしろ創!

　「毛糸のクリスマスリースを作ろう」

と　き　12月開館時間中

たたみ工作体験

「クリスマスリースとくるみボタン」

と　き　12月7日㈯ 10:00～14:50

材料費　500円　 申込　受け付け中

講　師　㈱ベルシステム

◆紙すき体験

　はがきサイズの紙を作ってみよう！

と　き　12月15日㈰ 10:30～16:00

講　師　大浪幸子さん(利府町)

※材料が無くなり次第終了

ふれあい創ing

「レジン工作でキラキラアクセサリー作り」

と　き　12月24日㈫ 10:30～15:30

材料費 　500円

対　象　小学生以上どなたでも

定　員　午前、午後各6人まで

申　込　受け付け中

 学習室1

あそびまショップ「クリスマス会」

と　き　12月19日㈭ 10:30～11:30

対　象　幼児と保護者

申　込　12月3日㈫ 10:00～

 

 エスプホール

◆ESP DANCE PES2019開催!

と　き　12月8日㈰ 14:00～(13:30開場)

 

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

◎12月のボランティア自主事業

 エスプホール

◆クリスマスコンサート

　「みんなあつまれ!イヴまで待でね

　 っちゃ!」

と　き　12月22日㈰

　　　　14:00～(13:30開場)

出　演　塩竈シニアトーンチャイム

サークル、トーンチャイムサークル

Shizune、菅野音楽教室の仲間たち

※問い合わせは公民館へ

 学習室1

パッチワークをはじめませんか

「ログキャビンの

 クリスマスタペストリー」

と　き　12月18日㈬

　　　　10:30～15:30

対　象　どなたでも20人

材料代　1,500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　12月3日㈫ 10:00～

 キッズスペース

◆「サンサンサン」のクリスマスシアター

　エプロンシアター、パネルシアタ

ー、人形劇をお届けします。

と　き　12月24日㈫ 10:30～12:00

企　画　子育て支援 ふぉ・ゆ

◆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、紙芝居、エプ

ロンシアターをお楽しみください。

と　き　12月8日㈰ 13:30～14:00

 本の森

◆本のちょっと

　お話とギターを楽しもう。

と　き　12月7日㈯ 11:00～11:30

話し手　きっと・えすけっと

しおがま文化大使

交流事業

◆鶴田美奈子

　ピアノコンサート

　「画になるクラシックwith生涯学

習にまい進する私たちin塩竈」

と　き　12月25日㈬ 14:00～(13:30開場)

曲　目　J.Sバッハ ゴールドベルク

　　　　変奏曲 BＷＶ.998

※入場無料。未就学児の入場はご遠

　慮ください

 そのほか

おやこdeキッチン事業

おいしい食のワークショップ

と　き　12月7日㈯ 10:00～13:00

ところ　塩竈市魚市場魚食普及スタジオ

　　　　中会議室※現地集合

対　象　小学生と保護者15組

メニュー　キンメダイの煮魚でラン

　　　　　チ、さばの干物づくり

参加費　1組1,200円(材料費、保険料)

持ち物　エプロン、三角巾、上靴

講　師　 skitchen吉田恵子

申　込　受け付け中

アートギャラリー展示募集

展示期間　令和2年4月1日㈬

　　　　　～9月29日㈫

募集期間　12月3日㈫～17日㈫

◆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　12月14日㈯(2話で約14分)

①11:00～ ②14:00～ ③15:00～

「鷲のさらい子」「トム君空を飛ぶ」

と　き　12月21日㈯(2話で約14分)

①11:00～ ②14:00～ ③15:00～

「絵姿女房」「可愛い逃亡者」

◆冬休みだ!映画をみよう!

　「おしりたんてい」の活躍を、みん

なで見よう。

と　き　12月25日㈬ 11:00～11:40

(短編2話で約40分)

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

市民図書館

桜菓子姫
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