
遊ホール

◆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　1月25日㈯ 11:00～11:30

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう！
　“シルク・ハンカチ”を使った手品
の実演。
と　き　1月26日㈰ 15：00～15：30
◆本のたんてい
　物語のなぞを解いて君も「本の名
たんてい」になろう！
と　き　開催中～1月26日㈰
対　象　幼児、小学生

 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
　パズルと折り紙メールをつくる。
と　き　1月12日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度

 3階ショーケース
◆貴重書庫収蔵資料展示Ⅲ
　今回は塩竈の文化財を紹介します。
と　き　1月5日㈰～26日㈰

 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 1月28日㈫　ところ 保健センター

ブログ作成講座～ブログで情報発信
しよう～
　ブログ作成サービス「ジュゲム」を
使用し簡単にブログ作成が学べるパ
ソコン初心者向け講座です。
と　き　1月21日㈫～23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　電話にて

・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

　図書館とエスプは1月28日㈫から31日㈮まで、特別整理期間のため休
館となります。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。
★本、雑誌の返却は返却ポストをご利用ください
★ビデオ、DVD、CDは壊れる可能性がありますので、開館日にカウンタ
ーへお返しください

特別整理期間休館のお知らせ

　「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、文芸評論家・池上冬樹さ
ん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　塩竈市民交流センター5階(遊ホール)
※入場無料ですが、整理券が必要。1月15日㈬～図書館・エスプ・市役所などで配布予定

令和元年度　塩竈市民図書館文芸講演会

　今年は、「魔法使いリッチョ・ロッソとポラーノの広場」がリニューアルオ
ープン！幅広い世代に楽しんでいただけるコンサートです。
と　き　1月18日㈯ 15:00～(開場14:30)
入場料　一般1,000円、高校生以下500円 (当日は200円増)
※プレイガイドは要問い合わせ

「魔法使いリッチョ・ロッソとポラーノの広場のピアノ・コンサート」
第10回しおがまファミリーコンサート

と　き　3月7日㈯ 14:00～ ※入場無料ですが、整理券が必要(2月初旬配布開始)

　塩竈にゆかりの深い「融」の上演に参加する市民を募集
対　象　市内在住の６歳～14歳　定　員　出演者30人程度、スタッフ30人程度
締　切　1月31日㈮　公演日　3月1日㈰

菅野潤公開ピアノクリニック2020受講生募集
と　き　3月7日㈯ 14：00～(一人20分程度)
対　象　塩竈市、多賀城市、利府町、松島町、七ヶ浜町の小中学生
募集期間　募集中～1月10日㈮必着(当日消印有効)
募集人数　小学生2人、中学生2人　受講料　無料
※申し込み方法は、問い合わせください

菅野潤公開ピアノクリニック&ミニコンサート開催！

遊ホール協会自主事業市民参加型企画提案事業
「SHIOGAMA能楽」出演者・ボランティア募集

しおがま文化大使

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」

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年の英国推理作家協会
賞インターナショナル・ダガー最終候補に
選ばれた。

視聴覚センター

スプ・市役所などで配布予定

撮影:新潮社
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 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「かおりたまごのネズミさんを作ろう」
と　き　1月開館時間中(1日10人程度)
※材料が無くなり次第終了
ボランティア工作
①「花のボトル」
と　き　1月11日㈯ 10:00～15:00
定　員　15人 ※申込不要
②「タイルクラフト・コースター作り」
と　き　１月19日㈰ 10:00～15:00
定　員　10人  申込 １月5日㈰10:00～
講　師　千葉幸一さん   材料代 50円

 ミーティグルーム
◆本のリサイクル市
と　き　2月1日㈯、2日㈰
　10:00～16:00※なくなり次第終了
①提供冊数は一人10冊まで
②持ち帰り袋を持参ください
③提供資料を有料で譲渡しないでください

 アートギャラリー
◆塩竈市中学校美術作品展
　市内中学校の作品展示
と　き　2月4日㈫～16日㈰

 そのほか
年始の貸館申し込み開始日
エスプ　1月5日㈰～
公民館　1月6日㈪～

◆印は参加無料・当日直接おいでください
 4階視聴覚室
◆「図書館さんぽ」富士山麓野鳥の詩
　日々新たな富士山の姿と富士山麓
に集う野鳥たちの詩を初さんぽで楽
しみましょう。
と　き　1月10日㈮
　　　　①10：30～②13：30～
◆「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　1月11日㈯

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎１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
「お正月飾りミニキルト」
と　き　1月15日㈬ 10：30～15：30
対　象　先着20人  材料代2,000円
持ち物　裁縫道具・昼食・筆記用具
講　師　西村清子さん(東玉川町)
申　込　1月7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 　1月12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
※1月は15日㈬から開始

 本の森
◆「本のちょっと」
　おはなしとギターを楽しもう。
と　き　1月11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　1月18日㈯ 14：00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

◎行事･イベント
 エスプホール
◆人形劇団クスクス
　「ワークショップ＆人形劇公演」
と　き　1月18日㈯
　　　　11:00～12:00 ワークショップ
　　　　13:00～14:00 人形劇公演
※ワークショップは幼保、児童福祉
　施設職員向け

「十二支のはなし」「恋のとりこ」
(2話で約15分)
①11：00～②14：00～③15：00～
と　き　1月18日㈯
「おいてけ堀」「台所戦争」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～
◆おはなしびっくり箱の
　　「はつはるあそび」
　楽しいおはなしやかるたとり。
と　き　1月19日㈰ 11:00～11:45
対　象　幼児、小学生、親子
地域を知る講座「塩竈市の文化財」
　塩竈市にはたくさんの文化財があ
ります。文化財を通して地域の歴史
を学びましょう。
と　き　1月16日㈭ 10:30～12:00
対　象　大人20人(先着順)
申　込　3階カウンターまたは電話で

 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
のふれあいあそびを行います。
と　き　1月7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、紙芝居など
と　き　1月14日、21日㈫ 11:00～11:30
対　象　幼児と保護者
◆「お正月だよ かるたとりで遊ぼう！」
と　き　1月5日㈰ 11：00～11：30
対　象　小学生
◆おはなしぱんどら
　パネルシアターや大型紙芝居、ほ
かにもいろいろ！何がとび出すかは
来てのおたのしみ！
と　き　1月18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
　楽しい絵本と手遊びがいっぱい！
今日はどんなお話に出会えるかな？
と　き　1月17日㈮ 11:00～11:30 

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）
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「かおりたまごのネズミさんを作ろう」
と　き 1月開館時間中(1日10人程度)
※材料が無くなり次第終了
ボランティア工作
①「花のボトル」

ィア自主事業
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「十二支のはなし」「恋のとりこ」
(2話で約15分)
①11：00～②14：00～③15：00～
と　き　1月18日㈯
「おいてけ堀」「台所戦争」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～
◆おはなしび くり箱の

直接おいでください
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桜菓子姫
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