
ところ　塩釜ガス体育館第1競技場
定　員　60人　参加費　300円
対　象　一般成人
申　込　体育館窓口かファクスまたは電話で
　　　　※定員になり次第締め切り
  広瀬川河川敷ゆったりウォーク
と　き　10月23日㈰
　　　　8:45集合(塩釜ガス体育館)
ところ　広瀬川河川敷公園～野草園(約6㌔)
※塩釜ガス体育館からバスで行きます
定　員　20人※定員になり次第締め切り
参加費　2,000円(保険料、昼食代ほか)
　　　　※当日徴収
持ち物　運動着、飲み物、雨具
申　込　10月19日㈬まで体育館窓口
　　　　かファクスまたは電話で
  塩釜市体育協会創立70周年記念
  第10回綱引き大会
と　き　11月13日㈰ 10:00～15:00
　　　　(受付8:30～、開会式9:00）
ところ　塩釜ガス体育館第1競技場
対　象　本市周辺2市3町に在住、在勤
申　込　10月27日㈭まで参加費を添えて体
　　　　　育館まで(競技玉入れは当日受付)
抽選会　11月7日㈪ 19:00～
　　　　塩釜ガス体育館2階研修室
※種目など詳しくは問い合わせ先まで
　塩釜市体育協会☎362-2101

  一般開放について
開放時間　9:00～21:00（日･祝9:00～17:00）
休館日　毎週㈫(祝日の場合は翌日)
  四季のイベント｢ハロウィン｣のお知らせ
期　間　10月24日㈪～31日㈪
参加費　無料　　定員　なし
※その他の教室も開催していますの
で、ホームページを見ていただくか、
直接問い合わせください

  絵本であそぼう！
　親子でチラシなどを切り貼りして、絵本
｢はらぺこあおむし｣の世界を再現します。
と　き　10月19日㈬ 11:00～12:00
対　象　2歳以上の幼児と保護者10組
申　込　10月4日㈫10:00～　
4階カウンターへ直接または電話で
※汚れてもよい服装でご参加ください
※参加無料
 4階児童書フロア
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　10月30日㈰ 15:00～15:30
内　容　“輪ゴム”を使った手品
 3階ショーケース展示
  ◆貴重書庫収蔵資料の一部の展示･公開
　“番付を通して江戸を知る”をテーマ
に江戸時代のさまざまな番付と引札に
ついて、三期に分け展示･公開します。
また、展示期間中、貸出可能な江戸に関
する資料をご用意します。
と　き　10月1日㈯～29日㈯
 3階カウンター前
  ◆読書週間記念 本の｢お楽しみ袋｣
　何が入っているかは開けてみてのお
楽しみ。※貸し出しのみ、数量限定
と　き　10月28日㈮～開館時間内
 5階遊ホールホワイエ
  大人のための“聴く”文学
  第13回塩釜文 楽 館｢宮沢賢治の世界｣
と　き　11月11日㈮ 14:00～15:30
定　員　30人程度
講　師　塩釜文 楽 館の皆さん
申　込　10月18日㈫ 10:00～
　　　　図書館3階カウンターか電話で
 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　10月25日㈫　ところ　保健センター

  講演会｢しおがま物語｣
  ～第20章鹽竈神社と門前町～（その1）
と　き　10月26日㈬ 11:00～12:30
講　師　庄子洋子さん(郷土史家)
申　込　電話にて

  トレーニング講習会
1日㈯ 14:00～　   12日㈬ 19:00～
22日㈯ 19:00～ 　27日㈭ 10:00～
29日㈯ 19:00～ ※上靴持参

  障がい者のためのスポーツ教室
と　き　10月7、21日㈮ 13:30～15:00
ところ　塩釜ガス体育館第2競技場
準備物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに住所、氏名、参加人
　　　　数を電話かファクスで
  とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　①10月1日㈯ 10:00～11:15
　　　　②10月18日㈫ 10:30～11:45
ところ　①公民館大会議室(東玉川町)
　　　　②保健センター
費　用　各600円　定員  大人20人程度
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに体育館へ電話か
　　　　ファクスで
  ノルディックウォーキング講習会
と　き　10月13日㈭ 9:30～11:30
　　　　※雨天延期
ところ　グランディ21周辺　定員　10人
参加費　300円(保険料ほか。当日徴収)
申　込　申込用紙に記入の上、体育館窓口  
　　　　  かファクスまたは電話で
  体育の日!第2競技場無料開放!
  ～いろいろな種目に体験＆チャレンジ!～
と　き　10月10日(月･祝)
　　　　9:00～12:00(体験の部)
　　　　13:00～15:00(チャレンジの部)
ところ　塩釜ガス体育館第2競技場
対　象　どなたでも　参加費　無料
  3B体操教室　追加募集
と　き　10月3日㈪～平成29年3月27日㈪
　　　　10:00～11:30(全17回)
対　象　一般成人 用具レンタル代　500円
参加費　7,000円(保険代含む)
申　込　申込用紙に記入の上、諸費用 
　　　　を添えて体育館まで
  みんなで!!体力測定!
と　き　10月18日㈫ 9:30～12:00
　　　　（受付9:15～9:30）

・公 民 館　　           ☎365-3341
                                                   FAX365-3342
・塩釜ガス体育館　　 ☎362-1010
　  　　　　　　　　　   FAX362-1099
・ユープル　 　　　   ☎363-4501
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX366-0281
 　　　　　　　

・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

塩釜ガス体育館塩釜ガス体育館

ユープル(温水プール)ユープル(温水プール)

遊ホール遊ホール

　小さなどら焼き屋を舞台に、生きていく意味を問いかける物語。
と　き　10月29日㈯　①10:30～ ②14:00～
出　演　樹木希林、永瀬正敏、市原悦子ほか
入場料　前売り800円　当日1,000円

　『レ･ミゼラブル』ハイライトを現役のオペラ歌手が歌います。
と　き　11月27日㈰ 14:00～
出　演　太田代将孝、笹岡慎一郎、高橋正明、平田由希、
　　　　ナムユカ、前山依加、村田千晶(ピアノ)
入場料(前売り)　大人1,500円、高校生以下1,000円

映画「あん」　

日本語で聴く｢ミュージカルガラコンサート｣

視聴覚センター視聴覚センター
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  第32回塩釜市芸術文化祭
〇展示･舞台合同開催
と　き　10月1日㈯、2日㈰
　　　　10:00開演(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69回塩竈市美術展 作品募集!
作品搬入日　10月22日㈯～23日㈰
　　　　　　9:00～17:00
展示期間　11月8日㈫～13日㈰
ところ　ふれあいエスプ塩竈ホール
種　目　洋画、日本画、書道
※公民館にある募集要項をご覧ください

 ◆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8日㈯
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
｢因幡の白兎｣｢ジェリー街へ行く｣（2話で16分）
と　き　10月15日㈯
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
｢嫁の坊主頭｣｢やんちゃな生徒｣（2話で15分）
対　象　幼児から小学生
 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｣
　絵本の読み聞かせとふれあいあそび
と　き　10月4日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
  ◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせや紙芝居など
と　き　10月11日、18日、25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
　きれいで楽しい絵本を紹介します。
と　き　10月21日㈮ 11:00～11:30
  ◆手のひらの会
　はじまるよ！たのしい紙芝居
と　き　10月22日㈯ 11:00～11:30
 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　10月9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

　 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
  「ネコのポーチ」
と　き　10月19日㈬
　　　　10:30～15:30
定　員　どなたでも20人（先着順）　 
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　10月5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
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
と　き　10月9日㈰ 11:00～11:30
内　容　パネルシアターや紙芝居など
 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1日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上
話し手　きっと･えすけっと

　 行事・イベント
 ？(はてな)の森
  ◆？(はてな)ワゴン
　ペットボトルでたつまきを見てみよう
と　き　10月22日㈯ 14:00～14:30
対　象　小学生以下10人程度
 創作室
  ◆かんたん工作おもしろ創！
　  でんでん太鼓をつくろう
と　き　10月6日㈭～16日㈰開館時間内
※1日10人(材料なくなり次第終了)
  ふれあい創ing
  ビーズのブローチをつくろう
と　き　10月20日㈭ 13:00～15:00
定　員　10人 講師 角谷良子さん(新富町)
申　込　10月1日㈯10:00～

 ミーティングルーム
  ◆本のリサイクル市
と　き　10月8日㈯、9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
 エスプホール
  JAXAコズミックカレッジin塩竈
  進化するロケット
と　き　10月23日㈰13:00～16:00
      　    (受付は12:30～)
定　員　20人(保護者同伴可)
申　込　10月19日㈬まで ※参加無料

◆印は参加無料。当日直接おいでください

桜菓子姫
おかし

公  民  館公  民  館

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  プエ  ス  プ

生涯学習のとびら生涯学習のとびら

～第2回シオーモ
　絵本まつり～
「塩竈の昔ばなし･
  昔あそび」3館同時開催
期　間　10月6日㈭～16日㈰
　　　　 ※10月10日㈪休館日
市民図書館
〇10月6日㈭ 10:30～オープニング
人形劇｢古げたのおばけ｣梅の宮母親クラブ
朗読劇｢どんどんばさばさ｣おはなしびっくり箱
〇10月12日㈬ 11:00～/14:00～
｢聞く、見る、さわるお話会｣福島俊夫･京子さん
〇10月14日㈮ 10:00～/15:00～
絵本まつり朗読講座｢心に届く声と表現｣
講　師　舘林敦士さん(俳優、声優)
定　員　30人　申込　図書館まで
〇10月15日㈯ 11:00～12:00
ビブリオティータイム｢お気に入り絵本の紹介｣
〇10月15日㈯ 11:20～/14:20～
たのしいおはなし会
ふれあいエスプ
〇10月8日㈯
11:00～ワークショップ｢ベルであそぼう｣
13:00～｢お話しいっぱい･音楽いっぱい｣
〇10月9日㈰
10:00～12:00｢昔あそびも楽しもう｣
13:00～15:00「ご当地しおがま妖怪まつり」
※定員20人、申し込みはエスプまで
14:30～「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」
15:05～「おはなし会」
〇10月15日㈯ 13:30～
｢銀河鉄道の夜｣と塩竈 おはなし会
〇10月16日㈰ 13:00～フィナーレ
朗読と音楽ユニットco-to-be｢きつねのボッケ｣
塩釜高等学校合唱部「わせねでや」ほか
朗読講座受講者による｢駅伝塩竈昔ばなし｣
塩釜コカリナ合奏団「もみじ」ほか
杉村惇美術館
※8ページの美術館記事をご覧ください
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「エスプダンスピース2016」
エスプダンスイベント出場チーム募集!
 12月17日㈯に参加できる小･中学生、
一般(高校生以上)20組を募集します。
参加料　1チーム500円(保険料含む)
申　込　10月18日㈫～

市民図書館市民図書館
㈰
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