
遊ホール

◆おはなし火ようび

　絵本の読み聞かせ、紙芝居など

と　き　11月12日、19日、26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　11月15日㈮ 11:00～11:30

◆ぴよぴよクリスマスおはなし会

　12月はクリスマススペシャル！

と　き　12月3日㈫ 11:00～11:45

 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　11月24日㈰ 15:00～15：30

 4階創作室

◆オープンアトリエ

と　き　11月3日㈰ 10 ：00～16:00

対　象　大人

内　容　創作室を開放します。創作

　　　　の場として活用ください

◆紙でふしぎ？をつくろう！

と　き　11月10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

 ヤングアダルトコーナー

◆オリジナルしおりをつくりませんか？

と　き　開催中～11月10日㈰

対　象　中学生、高校生

◆市内中学校がおすすめします！

　マイスクール人気ベスト本

　学校で人気の本をPOPとともに

展示します。

と　き　11月1日㈮～29日㈮

展示校　玉川中学校

 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　11月26日㈫ 

ところ　保健センター

年賀状作成講座

　パソコンで画像編集などを学び、

画像入りの年賀状を作成するパソコ

ン初心者向け講座です。

と　き　11月26日㈫～28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　11月5日㈫ 8:30～

 ◆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　11月9日㈯

」語物べこべあ「」獄地せに「

(2話で約15分)

と　き　11月16日㈯

」モガ子りべゃしお「」いこっどと王仁「

(2話で約14分)

①11:00～②14:00～③15:00～

絵本デビューフォローアップ講座

「親子で楽しむ

 わらべうた」

と　き　11月20日㈬ 11:00～12:00

講　師　武田節子さん 

対　象　乳幼児と保護者20組

　　　　保育士や子育てボランティ

　　　　アに関心のある方など

申　込　11月5日㈫ 10:00～

　　　　4階カウンターまたは電話で

◆図書館さんぽ～昭和の情景～

日を映像で訪ねてみませんか

と　き　11月22日㈮ ①10:30～②13:30～

対　象　どなたでも

 4階おはなしの部屋

◆おはなしぱんどら

　絵本、紙芝居にパネルシアターや

わらべうた！さあ今日は何がとび出

すかな？おたのしみに！

と　き　11月2日㈯ 13:30～14:00

◆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

のふれあいあそびを行います。

と　き　11月5日㈫ 11:00～11:30

対　象　1歳までの赤ちゃん

・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

愛器とともに紡いできた祈りと感謝の気持ちを

　　　　　　　　　　　　塩竈の地に届けます。

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) 勝呂哲也(ピアノ)

演奏曲　夢のあとに、シチリア－ナ、

　　　　望郷のバラード ほか

※前売り券発売中

天満敦子ヴァイオリンリサイタル2019

しおがま文化大使

～災害の無い平穏な令和でありますように！～

市民図書館

㈮～29日㈮

校
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◆ボランティア工作
　「クリスマスツリー作り」
と　き　11月2日㈯ 10:00～14:50
講　師　千葉幸一さん
手製本体験
～ぱたぱた折本をつくろう～
と　き　11月16日㈯ 13:30～16:30
対　象　中学生以上15人程度
講　師　永澤裕子さん(ぱた本屋主宰)
材料代　1,000円　申込　受け付け中
ふれあい創ing
「ミニひょうたんの絵付け」
と　き　11月17日㈰ 10:30～12:00
定　員　10人(どなたでも)
申　込　11月2日㈯10:00～

 アートギャラリー
◆織・時織2019
　卓上手織機を使用しての織物作品展。
タペストリー・マフラーなど約200点
と　き　12月3日㈫～7日㈯

 塩竈市魚市場
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㈯ 10:00～12:30
ところ　魚食普及スタジオ、中会議室
　　　　※現地集合
対　象　小学生とその保護者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　1,200円(材料費、保険料)
講　師　キッズKettle`skitchen吉田恵子
持ち物　エプロン、三角巾、上靴
申　込　11月1日㈮ 10:00～

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎11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　　　　　　　　　
　「俵ねずみの吊るし飾り」
と　き　11月20日㈬ 10：30～15：30
対　象　先着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　11月1日㈮ 10:00～
おもちゃ病院がやってきた
　こわれたおもちゃを直してくれます
と　き　11月10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　11月2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　11月17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！
　「クリスマスかざりを作ろう」
と　き　11月開館時間中(1日10人程度)
※材料が無くなり次第終了
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㈯ 10:30～12:00
材料費　500円　対象　小学生以上
講　師　㈱ベルシステム
申　込　11月12日㈫～

 そのほか
エスプのFacebookページがあります

イベント情報などは
こちらでチェック！

◆印は参加無料・当日直接おいでください
「天文学講座」受講生募集中
　「冬の星座の楽しみ方」をテーマ
に、夜空に思いをはせてみませんか
講　師　仲 千春さん
と　き　12月1日㈰ 14:00～16:00
ところ　公民館1階 旧図書室
定　員　先着10人
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6日～12月4日毎週㈬
ところ　視聴覚室
講　師　岡澤マキ子さん(松陽台)
持ち物　着物一式
※お持ちでない方は要問い合わせ
受講料　無料
対　象　20歳以上の男性10人
申　込　受付中 電話か公民館へ

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

公　民　館

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

7
14
21
28

6
13
20
27

5
12
19
26

3
10
17
24

土金木水火日 月

4
11
18
25

11月の図書館・エスプ休館日

ESP DANCE PES 2019
　さまざまなグループがダンスを披
露。DragonAshのATSUSHIさんの
ダンスワークショップもあります！
と　き　12月8日㈰ 14:00～
ところ　エスプホール
対　象　どなたでも(観覧自由)

◆第72回塩竈市美術展
　市内外を問わず出品された洋画・
日本画・書道の作品を展示します
と　き　11月12日㈫～17日㈰
　　　　10:00～18:00
　　　　※16日㈯～17:00、17日㈰～15:00
ところ　ふれあいエスプ塩竈
入賞者表彰式
と　き　11月17日㈰ 13:00～
ところ　公民館2階 大会議室
※詳しくは公民館へ
◆杉村惇賞受賞者 諏訪堯美展
　昨年の塩竈市美術展で杉村惇賞を受
賞した諏訪堯美さんの油彩画を展示
と　き　11月9日㈯～17日㈰
　　　　10:00～17:00
　　　　月曜休館
　　　　※最終日は
　　　　　15:00まで
ところ　杉村惇美術館

す　わ たか み

桜菓子姫
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