
  社交ダンス(初級)はじめませんか？
と　き　10月16日㈪～3月12日㈪の
　　　　毎月第1、3㈪15:00～(全10回)
講　師　鈴木由美さん(南町)
対　象　18歳以上(高校生除く)
受講料　無料　定 員　20人程度
※ダンスシューズをお持ちの方は持参
受　付　10月2日㈪～
　　　　電話または直接公民館へ
  第70回塩竈市美術展 作品募集！
と　き　11月7日㈫～12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
作品搬入日　10月21日㈯、22日㈰
※公民館にある募集要項をご覧ください
  第70回塩竈市美術展 記念事業
  招待・無監査作品展示
と　き　11月7日㈫～12日㈰
ところ　塩竈市杉村惇美術館
  「スマートフォン講座」受講生募集中
と　き　11月8日、22日㈬ 10:30～12:00
定　員　10人　講師　門馬 愛さん
持ち物　使用中のスマートフォン(ア
ンドロイド対応機)※受講無料

 ◆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
10月14日㈯(2話で約14分)
「そら豆とわらと炭」「トム君空を飛ぶ」
10月21日㈯（2話で約14分）
「味噌買い橋」　「可愛い逃亡者」　　　
時　間　①11:00～②14:00～③15：00～
  ◆「図書館さんぽ」～世界遺産 平泉～
　東北の国宝平泉の中尊寺金色堂。宝物で飾
られた細密の美をDVDで鑑賞しましょう。
と　き　11月3日（金・祝） 13:30～15:30
 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」
と　き　10月10日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
  ◆おはなし火ようび
と　き　10月17日、24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
と　き　10月20日㈮ 11:00～11:30
  ◆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　10月28日㈯ 11:00～11:30
 4階児童館フロア
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　10月8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

 4階エレベーター前
  ◆「リサイクル市」開催
　保存期間を過ぎた雑誌の一部と本を
無料で提供します。
と　き 10月21日㈯､22日㈰ 10:00～17:00
・提供冊数は1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
 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「えほんデビュ
ーパック」をプレゼントします。
と　き　10月24日㈫　ところ 保健センター
  歴史・文学探訪
と　き　11月7日㈫ 9：00～16:30
ところ　登米市「みやぎの明治村」など
定　員　13人 ※先着順
申　込　10月3日㈫10:00～12日㈭18:00
講　師　渡辺誠一郎さん(俳人・『小熊座』編集長)
参加費　2,000円（施設入館料・昼食など）
申　込　図書館カウンターか電話で

  Excel（エクセル）入門講座
　3日間でエクセルの基本操作をわか
りやすく学べる講座です。
と　き　10月24日㈫～26日㈭ 10:00～13:00
　　　　※3日間連続講座
ところ　視聴覚室（壱番館4階）
受講料　1,000円（テキスト代）
申　込　10月6日㈮8:30～ 電話にて
  講演会「しおがま物語」  
  ～第23章塩竈の港づくり
    （港町・尾島町周辺）～
　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16日㈭ 11:00～12:30
申　込　電話にて

  ◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　10月29日㈰ 15:00～15:30
内　容　「輪ゴム」を使った手品の実演
 4階創作室
  ◆昭和の紙芝居へどうぞ！
と　き　11月3日（金・祝）  11:00～11:30
内　容 　「愛染かつら」(川口松太郎/作)
  絵本であそぼう！
　絵本「メイシーちゃん」の世界を、親
子でチラシ紙等を切り貼りして、再現
遊びをしましょう。
と　き　10月18日㈬ 11:00～11:45
対　象　幼児（2歳以上）と保護者10組
服　装　汚れてもいい服装でご参加ください。
申　込　10月3日㈫ 10:00～
　　　　4階カウンターへ直接または電話で
  セラピー犬について知ろう！
  ＆≪わん！だふる読書会≫参加者募集
　介護施設や病院等で活躍するセラピ
ー犬について、ペアで活動している職
員（セラピスト）の方がお話をします。
　セラピー犬に読み聞かせをする≪わ
ん！だふる読書会≫を、参加したお子
様の中から4人にしていただきます。
※犬アレルギーのお子様はご遠慮ください
と　き　11月4日㈯ 10:30～11:45
講　師　NPO法人みやぎ動物介在福祉会
　　　　With職員＆セラピー犬
対　象　小中学生、幼稚園年長以上の
　　　　親子など20人程度
申　込　10月10日㈫ 10:00～
　　　　4階カウンターへ直接または電話で
 3階ショーケース
  ◆貴重書庫収蔵庫資料展示Ⅱ
    「仮名手本忠臣蔵」浄瑠璃本
と　き　10月1日㈰～29日㈰
　　　　※期間中2回展示替え有り

 

・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

遊ホール

　しおがま文化大使でドイツ在住のピアニスト鶴田さんが、ピアノ
のしらべと古き良き塩竈から新しい塩竈の画像集の共演で復興を
応援します。
と　き　11月5日㈰ 13:30開場　14:00開演
※入場無料ですが、整理券が必要です
　（配布場所 市民交流センター事務室・市民図書館・
　 市役所・エスプ・体育館）

視聴覚センター

公　民　館

市民図書館

■鶴田美奈子復興支援コンサート　慈心－めぐみこころ－

■アメリカ空軍太平洋音楽隊ビッグバンドJazzコンサート
　グレン・ミラーやカウント・ベイシーなど、ジャズを専門とする
“パシフィック・ショーケース”が塩竈にやってきます。
と　き　10月10日㈫ 18:30～ ※臨時開館　共催　塩釜ユネスコ協会
入場料　前売一般1,500円（当日2,000円）高校生以下1,000円（当日1,500円）　

移動図書館プクちゃん号の運行に
ついて
 平成29年10月から、Ａコース:伊
保石ステーションの運行がなくな
ります。
　詳しくは問い合わせください。

ノ
を
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 アートギャラリー
  ◆第6回　二人展
と　き　10月24日㈫～29日㈰
 学習室２
  はじめてみよう さをり織り
と　き　10月13日㈮、14日㈯
①13:30～14:30②15:00～16:00

参加費　500円　定員　各3人
講　師　大浪幸子さん
　　　　（「さをりひろば余暇よか」代表）
申　込　10月1日㈰～参加希望日の前日17:00まで
 エスプホール
  JAXAコズミックカレッジin塩竈
　光って何色？「光のスペクトル観測器を作ろう」
と　き　10月22日㈰ 13:00～15:00
対　象　小学生（保護者同伴可）
定　員　20人 ※参加無料
持ち物　筆記用具、カッター
申　込　10月1日㈰～20日㈮まで
講　師　佐藤元太さん
（日本宇宙少年団仙台たなばた分団）
  あそびまショップ エスプミニ運動会
と　き　10月26日㈭ 10:30～12:00
対　象　幼児と保護者20組
申　込　10月12日㈭ 10:00～
※動きやすい服装でお越しください

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

  おやこdeキッチン事業
A「秋の風物詩 干し柿づくりを楽しもう」
と　き　①10月29日㈰ ②12月16日㈯
　　　　　どちらも9:30～12:30
ところ　①農園（多賀城）・エスプホール
　　　　②エスプ学習室1・公民館調理室
対　象　小学生親子20組
　　　　※2回とも参加できる方
内　容　①柿の収穫と干し柿の作り
　　　　方を学ぶ ②干し柿ができる
　　　　までと干し柿を使った料理
　　　　の紹介と試食
参加費　1組400円（柿代、保険料）
持ち物　皮むき器、収穫用はさみ、長靴
B「わたしのおうちはレストラン」
と　き　11月18日㈯ 9:30～14:00
ところ　公民館調理室
対　象　小学生親子16組
内　容　季節の魚を食材にしながら家
　　　　庭で手軽にできるホームパー
　　　　ティーメニューの調理実習
参加費　1組1,000円（材料費）
講　師　A・Bともにキッズケトルズキ
　　　　ッチン（吉田恵子さんほか）
申　込　10月1日㈰～参加費を添えて
　　　　エスプ事務室まで
 ミーティングルーム
  ◆本のリサイクル市
　保存期間の過ぎた雑誌を提供します。
と　き　10月7日㈯～8日㈰ 
　　　　10:00～16:00※なくなり次第終了
・提供冊数は1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

　 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
  「和布のミニポーチ」
と　き　10月18日㈬
　　　　10:30～15:30
定　員　20人（どなたでも）
　　　　※先着順
材料代　1,000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4日㈬ 10：00～
 キッズスペース
  ◆キッズボランティアおはなし会　
と　き　毎週㈬㈮ 11:00～12:00　
　　　　※6日㈮は休み
話し手　子育て支援 ふぉ・ゆ　
 本の森
  ◆「本のちょっと」ギターといっしょ!!
と　き　10月7日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上どなたでも
話し手　きっと･えすけっと
 空中庭園 
  ◆しおがま☆をみる会 ※晴天のみ
と　き　10月28日㈯ 19:30～20:30
対　象　小学生以上どなたでも
　　　　（中学生以下保護者同伴）
内　容　上弦の月、秋の星座の観察ほか

　 行事・イベント

 創作室
  ◆かんたん工作「おもしろ創！」
     カラフルおめんをつくろう
と　き　10月中開館時間内
対　象　どなたでも1日10人程度
　　　　（材料が無くなり次第終了）
  ふれあい創ing「秋のモビール作り」 
と　き　10月24日㈫ 10：30～12：00
対　象　どなたでも10名
申　込　10月1日㈰ 10:00～
  万華鏡をつくろう！
と　き　10月21日㈯ 10:00～12:00
材料代　100円
講　師　千葉幸一さん（創作室ボランティア）
申　込　10月1日㈰ 10:00～
  ◆キッズおりつなぎ
と　き　10月28日㈯ 14:00～16:00

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

桜菓子姫

　杉村画伯が描き続けたざくろについて、実際に実を食べたりしながら調査します。
と　き　10月7日㈯ 11:00～12:00　ところ　2階サロン　対 象　小学生 ※参加無料

　暮らしを彩るクラフトマーケット。※出店情報はホームページ、チラシにて
と　き　10月8日㈰、9日（月・祝）  両日とも10:00～15:00 ※入場無料

と　き　10月11日㈬～17日㈫ 10:00～17:00 ※観覧無料

と　き　10月19日㈭～29日㈰ 10:00～17:00（最終日は15:00まで） ※観覧無料

と　き　10月28日㈯ ※参加無料
プログラム①トークイベント「大原美術館の歩みと今」14:00～15:00
　大原美術館 学芸課長 柳沢秀行さん
プログラム②座談会「倉敷と塩竈のもうひとつの物語」15:00～17:00
　大原美術館 学芸課長 柳沢秀行さん、ARKO2017招聘作家・水野里奈さん ほか

と　き　10月29日㈰  ①10:00～12:00②13:00～15:00　定 員　各15人
ところ　美術館、本町通り商店街　参加費　500円（材料費、展示観覧込）

塩竈市杉村惇美術館

～第３回シオーモ絵本まつり～
「絵本とわたし」

と　き　10月3日㈫～8日㈰
ところ　市民図書館・ふれあいエスプ塩竈
※詳細はポスター、チラシをご覧ください

■こども探偵事務所「ざくろの実を調査」

■暮らしの市

■富永泉紀写真展「ただいまの場所」

■佐藤直樹色鉛筆アート作品展「空を見上げるこの時を」

■地域間文化交流イベント
　「倉敷と塩竈 もうひとつの物語 ～大原美術館と文化交流を語る～」

■ART OR TREAT ～仮装で菓子めぐり～
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ESP DANCE PES 2017 
出場チーム募集中!
と　き　12月2日㈯
対　象　小中学生/高校生以上合計20組
参加料　1組500円(保険料含)
申　込　受付中～10月13日㈮必着（先着順）

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
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