
  ノルディックウォーキング体験会
と　き　11月20日㈰ 10:00～12:00
　　　　※雨天延期
集　合　エスプホール　定員　10人
対　象　初心者(経験者可)
参加費　500円(保険代ほか) ※当日集金
申　込　申込用紙を体育館窓口または
　　　　ファクス、電話で
  家族みんなでスポーツDAY!!
　ニュースポーツ「アジャタ」の体験もできます。
と　き　11月19日㈯ 9:00～12:00
ところ　第1競技場
持ち物　上靴、飲み物
参加費　大人250円、小中高校生150
　　　　円、未就学児無料
  スポーツ講習会｢第2弾！ストレッチ講習会｣
と　き　11月26日㈯ 17:00～18:30
ところ　第２競技場
持ち物　筆記用具、上靴、タオル
定　員　100人※定員になり次第締め切り
参加費　高校生以上500円
　　　　小中学生は親子参加で無料
申　込　11月19日㈯までに申込用紙
を体育館窓口またはファクスで

  一般開放について
開放時間　9:00～21:00（日・祝日9:00～17:00）
休館日　毎週㈫(祝日の場合は翌日)
  簡単ストレッチ＆水中運動教室
と　き　11月14日～12月19日㈪
　　　　14:00～15:30 (全6回)
参加費　3,000円　定員　15人
申　込　印鑑、参加費が必要です

  ◆｢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」をプレゼントします。
と　き　11月29日㈫
ところ　保健センター

  講演会「しおがま物語」
  ～第21章 鹽竈神社と門前町～（其の二）
　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29日㈫ 11:00～12:30
ところ　視聴覚室（壱番館４階）
講　師　庄子洋子さん(郷土史家)
申　込　電話で

  持っていない方･これから検討される方向け
  「楽しいシニア向けスマートフォン教室」
と　き　12月2日㈮ 13:30～15:30
ところ　視聴覚室(壱番館4階)
講　師　KDDI㈱認定講師
申　込　11月1日㈫から電話で
※申し込み多数の場合は抽選となります

  トレーニング講習会※上靴持参
5日㈯19:00～　 10日㈭10:00～
16日㈬19:00～  19日㈯14:00～
26日㈯10:00～
  とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　11月17日㈭ 10:00～11:15
ところ　体育館2階研修室　対象　一般成人
参加費　300円　　定員　15人程度
申　込　前日までに体育館へ電話かファクスで
  障がい者のためのスポーツ教室
と　き　11月11日、18日㈮ 13:30～15:00
ところ　第2競技場
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに氏名、住所、参加人
数を体育館へ電話かファクスで
  とっても簡単 ボールでエクササイズ
と　き　①11月15日㈫ 10:30～11:45
　　　　②11月26日㈯ 10:00～11:15
ところ　①保健センター
　　　　②公民館大会議室(東玉川町)
費　用　 各600円(当日集金します)
対　象　一般成人　定員　20人程度
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに電話かファクスで

・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

　『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～
入場料　大人 1,500円　子ども 1,000円
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）

　｢祈り｣から｢輝き｣へ。復興への前進に向けたヴァイオリンの
調べをお楽しみください。
と　き　12月17日㈯ 開場14:30　開演15:00
入場料　前売り一般 2,000円　当日 2,500円　※全席指定
出　演　ヴァイオリン：天満敦子　ピアノ：勝呂真也
演奏曲　夢のあとに、落葉松、浜辺の歌、望郷のバラード ほか

日本語で聴く「ミュージカル ガラコンサート」

天満敦子ヴァイオリンリサイタル2016｢輝き｣
視聴覚センター視聴覚センター

図書館「宮沢賢治月間」
　平成28年は｢銀河鉄道の夜｣などで有
名な岩手の詩人･童話作家、宮沢賢治の
生誕120年にあたります。
　図書館では11月を｢宮沢賢治月間｣と
して、さまざまな催しを開催します。

宮沢賢治複製原稿展
　宮沢賢治の直筆原稿の複製を展示し
ます。
と　き　11月1日㈫～29日㈫開館時間内
ところ　3階壁面

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｣
　耳で聴いて楽しむ“ものがたり”をお届
けする｢塩釜文 楽 館｣。生誕120年を迎
えた宮沢賢治の作品を取り上げます。
と　き　11月11日㈮ 14:00～15:30
ところ　5階遊ホールホワイエ
対　象　一般の方 30人程度
講　師　塩釜文 楽 館の皆さん
申　込　受付中。電話か3階カウンターへ

文学講座「宮沢賢治は俳句を詠んだか」
　宮沢賢治の俳句を知っていますか？
俳人・渡辺誠一郎さんが宮沢賢治の俳句
について語ります。
と　き　11月24日㈭ 10:30～12:00
ところ　4階視聴覚室
対　象　一般の方 30人程(先着順)
講　師　渡辺誠一郎さん
　　　　(俳人、『小熊座』編集長)
申　込　11月4日㈮10:00～電話か3階
　　　　カウンターへ

す。

｣

そのほかの教室も開催中です！
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◆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(入場無料)
11月12日㈯　（2話で約15分）
「三枚のお札」「天国と地獄」
11月19日㈯　（2話で約14分）
「炭焼き長者」「花火はすごいぞ」　　
時　間　①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
 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　11月1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　11月8日、15日、22日、29日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児と保護者
  ◆おはなし ぱんどら
と　き　11月5日㈯ 13:30～14:00
  ◆おはなしびっくり箱のちっちゃな絵本の部屋
と　き　11月18日㈮ 11:00～11:30
  ◆手のひらの会
と　き　11月26日㈯ 11:00～11:30
  ◆お話や　ぴぃかぁぶぅ
と　き　11月27日㈰ 14:00～14:30
 4階児童書フロア
  ◆好きな本を携えて
     ～気軽に楽しむブックイベント～
　児童書担当の司書が、好きな本を各
自1冊ご紹介します。今、全国で広がっ
ている「ビブリオトーク」の実演です。
と　き　11月5日㈯ 14:00～14:20
対　象　どなたでも
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　11月27日㈰ 15:00～15:30
内　容　｢ロープ｣を使った手品の実演
対　象　どなたでも
 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　11月13日㈰ 14:00～15:00
内　容　｢パズルと折り紙マジック｣をつくる
対　象　小学生以上10人程度
  ◆みんなでクリスマスツリーを飾ろう！
　みんなで手作りの飾りを作って、大きな
クリスマスツリーを完成させましょう。
と　き　12月3日㈯ 11:00～12:00
対　象　どなたでも

　 11月のボランティア自主事業
 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
話し手　子育て支援ふぉ・ゆ　
 本の森
  ◆本のちょっと
と　き　11月5日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと･えすけっと
 学習室１
  パッチワークをはじめませんか　　     
  布で作るクリスマスリース
と　き　11月16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
講　師　西村清子さん(東玉川町)
申　込　11月2日㈬ 10:00～
  ◆ごきげん座がやってくる！
と　き　11月12日㈯ 11:00～12:00
対　象　どなたでも
内　容　人形劇、パネルシアターなど

    行事・イベント
 エスプホール
  ESP DANCE PES 2016出場者募集！
と　き　12月17日㈯ 14:00～16:30
対　象　小中学生、高校生以上
参加料　1チーム500円（保険料含む）
申　込　11月22日㈫必着
  ◆エスプコンサートDomenica55
　  中の島商店街ミュージックストア
と　き　11月19日㈯ 14:00～15:00
出　演　たけのうちせんじろう、Mr. K、
　　　　Petit Birthdays
 創作室
  ◆かんたん工作おもしろ創！
    ｢びっくりフォトスタンドをつくろう｣
と　き　11月開館時間内
対　象　どなたでも1日10人
　　　　(材料がなくなり次第終了)
  ◆ふれあい創ing
     ｢マニキュアフラワーをつくろう｣
と　き　11月16日㈬ 13:00～14:30
対　象　どなたでも10人
持ち物　マニキュア　申込　受付中

 ？（はてな）の森
  ◆？（はてな）ワゴン
　  からくりびょうぶをつくろう
と　き　11月26日㈯ 14:00～14:30
対　象　小学生以下10人程度
　　　　(幼児は保護者同伴)
 アートギャラリー （入場無料）
  第6回 Quatre(キャトル)写真展
と　き　11月15日㈫～20日㈰
　　　　※最終日は16:00まで
  「織・時織」2016
と　き　11月22日㈫～27日㈰
　　　　※最終日は16:00まで
 公民館調理室
  キッズkettle’skitchen食育教室
  「色でバランス いただきます」
と　き　11月19日㈯ 9:30～12:30
対　象　小学生親子12組
講　師　kettle’skitchen主催 吉田恵子
内　容　食材の色で栄養バランスを学び
ながら、簡単に作れるお弁当を調理実習
参加費　1組1,000円
申　込　11月4日㈮10:00～エスプへ

  公民館教室 短期講座
  男性のための着物着付講座
と　き　11月24日～12月22日の間の
　　　　 毎週㈭19:00～20:30(全5回)
ところ　公民館和室1・2
講　師　岡澤マキ子さん(松陽台)
持ち物　着物一式
※着物一式をお持ちでない方は公民
　館までご相談ください
受講料　無料
対　象　20歳以上の男性10人
申　込　11月7日から電話または直接  
　　　　公民館へ
  第69回 塩竈市美術展
　市内外を問わず、一般成人および学
生(高校生以上)の皆さんから出品され
た洋画(水彩画・版画を含む)、日本画、
書道の入賞作品を展示します。
と　き　11月8日㈫～13日㈰ 10:00～18:00
(土曜日は17:00、最終は15:00まで）
ところ　ふれあいエスプ塩竈　
入賞者表彰式
と　き　11月13日㈰ 13:00～
ところ　塩竈市公民館2階大会議室

◆印は参加無料。当日直接おいでください

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

桜菓子姫

生涯学習のとびら生涯学習のとびら

市民図書館市民図書館
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