
遊ホール

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう！
　「紙」を使った手品の実演。
と　き　3月22日㈰ 15:00～15:30

 4階創作室
◆紙でふしぎ？をつくろう！
と　き　3月8日㈰ 14:00～15:00
内　容　パズルと折り紙メールをつくる。
対　象　小学生以上10人程度
◆ティーンズティータイム
　本とお茶ですてきな午後のひとと
きを楽しみませんか。
と　き　3月25日㈬ 14:00～17:00
対　象　中学生、高校生

 4階エレベーター脇
◆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　3月7日㈯、8日㈰ 10:00～17:00
＜提供にあたっての注意＞
①提供冊数は一人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

 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 3月17日㈫　ところ 保健センター

◆子ども向け「読書記録帳」をつくり
　ませんか
　図書館から借りた本の感想や心に
残った事を書いてスタンプをもらお
う。記録帳がいっぱいになったら表
彰状と2冊目を差し上げます。
対　象　小学生まで(図書館利用券
　　　　が必要)
ところ　4階カウンターで配布
市民図書館を利用してみませんか
　昔の貴重な資料から日々出版され
る新刊まで揃えています。図書利用
券を使って誰でも借りることができ
ますので、ぜひ活用ください。

・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

　「クライマーズハイ」や「64(ロクヨン)」など、重厚なミステリー作品
で知られる作家、横山秀夫さんの講演会を、山形市在住の文芸評論家、
池上冬樹氏を聞き手に迎えて開催します。
と　き　3月18日㈬ 18:30～(開場18:00)　ところ　遊ホール
※入場無料ですが整理券が必要。図書館、エスプ、市役所などで配布中

横山秀夫（作家）
　1957年東京生まれ。新聞記者、フリーライター
を経て、1998年『陰の季節』で第５回松本清張賞
を受賞し、作家デビュー。2000年『動機』で第53
回日本推理作家協会賞受賞。2012年刊行の『64
（ロクヨン）』はミステリーベストテン二冠に輝
き、2016年英国推理作家協会賞インターナショ
ナル・ダガー賞最終候補にも選ばれた。

令和元年度　塩竈市民図書館文芸講演会

　世界的ピアニストの菅野潤さんが小中学生に未来を込めた公開クリ
ニックとミニコンサートを行います。
と　き　3月7日㈯ 14:00～(開場13：30～)
※入場無料ですが、整理券が必要(市民図書館、エスプ、市役所1階案内コ
ーナー、塩釜ガス体育館、市内プレイガイドで配布中)

　今回はみちのく義経伝説「橋弁慶」の能楽を
公演します。出演者、スタッフがみんなで作り
あげる市民参加型の舞台です。皆様の来場をお
待ちしています。
と　き　3月1日㈰ ①14:00～(13:30開場)
 　　　　　　 　   ②17:00～(16:30開場)
入場券　一般1,500円、18歳以下800円
　　　　(当日券はともに300円増)
※入場券は市内プレイガイドで配布中

遊ホール協会自主事業市民参加型企画提案事業
「SHIOGAMA能楽 Jo 序・Ha 破・Kyu 急
プロジェクト」《序の巻》
みちのく義経伝説 橋弁慶

菅野潤公開ピアノクリニック2020&ミニコンサート開催！
しおがま文化大使

と　き　3月25日㈬ ①10：00～（開場9：30）②13：30～（開場13：00）
ところ　遊ホール（壱番館５階）
※入場無料ですが、整理券が必要。（3月1日から、市役所案内コーナー・体
育館・エスプ・児童館・図書館で配布）

春休みこども映画会「ペット２」

横山秀夫「ミステリー作家の秘密」横山秀夫「ミステリー作家の秘密」

撮影:新潮社

視聴覚センター
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◆ボランティア工作
①「花のボトル」
と　き　3月8日㈰ 10:00～15:00
定　員　15人
②「えんぴつ立て作り」
と　き　3月15日㈰ 10:00～15:00
定　員　10人
③「花のリース作り」
と　き　3月22日㈰ 10:00～15:00
定　員　10人
講　師　千葉幸一さん（創作室ボランティア）

 学習室１
ぬいぐるみのおとまり会
と　き　3月27日㈮、29日㈰
　　　　13：30～14：30
対　象　幼児～小学生
　　　　※幼児は保護者同伴
持ち物　ぬいぐるみ、図書利用券
　　　　 ※ぬいぐるみは一人一体
申　込　3月3日㈫ 10:00～

 アートギャラリー
◆塩竈フォト五人展
　風景、祭り、スナップ写真約50点。
と　き　3月24日㈫～29日㈰

 そのほか
一部講座の終了のお知らせ
　2月まで開催していたボランティア
講座「パッチワークをはじめませんか」
は講師の方の都合により終了しました。

 ◆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　3月14日㈯
「天狗と盗人」「悪知恵合戦」
(2話で約14分)
①11:00～②14:00～③15:00～
と　き　3月21日㈯
「屁ひり嫁」「カメ ウサギに勝つ」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～③15:00～

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

◎3月のボランティア自主事業
 学習室１

おもちゃ病院がやってきた
　こわれたおもちゃを治してくれます。
と　き　3月8日㈰ 13：00～15：30
講　師　おもちゃ病院「チャチャチャ」
申　込　受付中
※部品代がかかる場合があります

 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

 本の森

◆「本のちょっと」
　おはなしとギターを楽しもう。
と　き　3月7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　3月15日㈰ 14：00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

◎行事･イベント
 創作室

◆かんたん工作おもしろ創！
　「色んな形の車を作ろう」
と　き　3月開館時間中(1日10人程度)
※材料が無くなり次第終了
ふれあい創ing
「革のコースター作り」
と　き　3月3日㈫ 10:30～12:00
材料費　300円　定 員 8人
申　込　受付中
春休み特別工作
「英字新聞でつくる紙バッグ」
と　き　3月24日㈫ ①10:30～②14:30～
定　員　各コマ小学生以上6人
申　込　3月17日㈫ 10:00～

◆図書館さんぽ～落語で笑おう！～
　古典落語で大爆笑！体も気分もス
ッキリしましょう。
と　き　3月19日㈭ ①10:30～②13:30～
◆春休みだ！映画を見よう！
　おしりたんていの活躍をスクリー
ンで見よう。
と　き　3月28日㈯ 14:00～(約40分)

 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　3月3日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
◆おはなしぱんどら
　パネルシアター、エプロンシアタ
ー、てあそび、大型紙芝居など。
と　き　3月7日㈯ 13:30～14:00
◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など。
と　き　3月10日、17日、24日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児と保護者
◆春休みスペシャルおはなし会
　なんでも出てくる楽しくすてきなお
話会。皆さんで遊びに来てください。
と　き　3月26日㈭ 11:00～11:40
◆手のひらの会
　はじまるよ！はじまるよ！たのし
い紙芝居。
と　き　3月28日㈯ 11:00～11:30
ぴよ＆ママ講座
～えほんを真ん中に楽しみながら
　子育てをしてみませんか～
　乳幼児期に大切なことをお伝えし
ながら、えほんやうたを親子で楽し
む講座です。　
と　き　4月17日㈮、5月15日㈮、
　　　　6月19日㈮ 11:00～12:00
　　　　※３回シリーズ
対　象　0～2歳くらいまでの子ど
　　　　もと保護者(限定8組)
講　師　おはなしびっくり箱
　　　　石田浩子(子育てアドバイザー)
申　込　3月10日㈫ 10:00～
　　　　4階カウンターまたは電話で

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
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３月の図書館・エスプ休館日

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
桜菓子姫
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