
遊ホール

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　2月16日㈰ 15:00～15:30
内　容　“トランプ”を使った手品の実演

 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1冊、布バッグ、
赤ちゃん絵本リスト)をプレゼント
します。
と　き　2月25日㈫
ところ　保健センター

スマートフォン入門講座
　スマホの基本操作からアプリの使い
方まで学べる初心者向けの講座です。
と　き　2月26日㈬～27日㈭
　　　　13:30～16:00(2日間連続講座)
受講料　1,000円
申　込　2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
と　き　2月8日㈯(2話で16分)
①11:00～②14:00～③15:00～
「3つの斧」「夜中のつまみぐい」
と　き　2月15日㈯(2話で14分)
①11:00～②14:00～③15:00～
「猿の婿どの」「命がけのクイズ・ショー」
◆図書館さんぽ～映画を見よう～
　東北ロケで制作された、未来に残
したい、お菓子が紡ぐ復興と希望の
物語を楽しみましょう。
と　き　2月20日㈭ ①10:30～②13:30～

 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」
　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　2月4日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
◆おはなし火ようび
　ひなまつりスペシャル！
　ひなまつりのおはなしを楽しん
で、ひな人形工作を楽しみます。
と　き　2月18日㈫ 11:00～11:30
◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など。
と　き　2月25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　2月21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　2月22日㈯ 11:00～11:30

 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　2月9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

・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（壱番館5階）

※入場無料ですが、整理券が必要。市民図書館、
　エスプ、市役所で配布中

令和元年度　塩竈市民図書館文芸講演会

　世界的なピアニストで「しおがま文化大使」の菅野潤さんが、小中学生
の未来に思い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。整理券は、市民図書館、エスプ、本庁舎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しています

プレイガイド　
松尾カメラ、メロディーズ、美容室マサヒコ、フジサキスポーツ、しおが
ま・まちの駅、ヤマザキショップ塩釜すずきや店、多賀城市文化センタ
ー、金犬くん利府店、遊ホール協会

≪序の巻≫みちのく義経伝説　橋弁慶
　出演者・スタッフがみんなで創り上げる市民参加型の舞台です。ご来
場をお待ちしています。
と　き　3月1日㈰14:00～(開場13:30)、17:00～(開場16:30)
入場券　前売 一般1,500円 18歳以下800円　(いずれも当日300円増)

菅野潤公開ピアノクリニック2020&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-序 Jo 破 Ha 急 Kyu プロジェクト」

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」
演会

撮影:新潮社

市民図書館

視聴覚センター
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 創作室

◆かんたん工作おもしろ創!

　「鬼さんのお面を作ろう」

と　き　2月1日㈯、2日㈰、８日㈯、

　　　　9日㈰ 開館時間中

対　象　1日10人程度

※材料がなくなり次第終了

ふれあい創ing「華のコースター作り」

と　き　3月3日㈫ 10:30～15:30

材料費　300円　 定員　８人まで

持ち物　大きめの穴の針2本（あれば）

申　込　2月12日㈬ 10:00～

◆織りつなぎ体験

　さをり織りをみんなで長く織って

みよう。

と　き　2月15日㈯、16日㈰

　　　　13:00～15:00

はじめてみようさをり織り

　好きな長さに織って自分だけの作

品を作ろう。

と　き　2月22日㈯

　①13:00～②14:15～③15:30～

定　員　各コマ4人まで

材料費　500円

講　師　大浪幸子さん(利府町)

申　込　2月2日㈰ 10:00～

 学習室1

あそびまショップ「ひなまつり」

と　き　2月27日㈭ 10:30～11:30

対　象　幼児と保護者

申　込　2月4日㈫ 10:00～

 アートギャラリー

◆塩竈市中学校美術合同作品展

　市内中学校の作品展示。

と　き　2月4日㈫～16日㈰

◆島田虎之介＆小泉智浩 原画展

　長井勝一漫画美術館主催事業ゲス

トの原画展。

と　き　2月18日㈫～3月1日㈰

 エスプホワイエ

◆令和元年度 第56回観光のしおが

　ま写真コンクール入選作品展

と　き　2月4日㈫～9日㈰

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

◎2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

「民芸急須」

（大小ペア2個）

と　き　2月19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、筆記用具

講　師　吉田九重子さん(多賀城市)

申　込　2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

　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

◆おはなしぱんどらのおはなし会

　パネルシアター、絵本、紙芝居、エプ

ロンシアターをお楽しみください。

と　き　2月9日㈰ 11:00～11:30

 本の森

◆本のちょっと

　お話とギターを楽しもう。

と　き　2月1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　2月22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

長井勝一漫画美術館主催事業

「島田虎之介×古泉智浩トークショー」

　ガロ・アックスの中におけるスト

ーリーマンガについて。

と　き　2月22日㈯ 14:00～

申　込　2月4日㈫ 10:00～

風の祭典

～天使からの贈り物～恵子と共に

　母の熱い語りと共に、三味の音、和

太鼓の音が心に響くとき、生きる勇

気と優しさが湧いてくる!

と　き　2月23日㈰ 14:00～(開場13:30)

ところ　遊ホール（壱番館5階）

※入場無料ですが、入場にはチラシ

が必要。市役所・壱番館・エスプなど

で配布中

第43回公民館まつり

　公民館教室、勤労者カレッジ、社会

教育団体などによる展示や舞台発

表、実演をします。

〈展示の部〉公民館(東玉川町)・エスプ

エスプ会場　3月6日㈮～8日㈰

　10：00～17:00※8日は14:30まで

公民館会場　3月7日㈯～8日㈰

　9:00～17:00※8日は14:00まで

〈舞台の部〉公民館大会議室

と　き　3月7日㈯ 10:00～14:30

　　　　3月8日㈰ 10:00～14:30

〈実演の部〉公民館和室

と　き　3月7日㈯ 10:00～15:00 「煎茶」

　　　　3月8日㈰ 10:00～14:00 「抹茶」

〈喫茶コーナー〉公民館図書室

と　き　3月7日㈯ 10:00～15:00

　　　　3月8日㈰ 10:00～14:00

スマートフォン講座 受講生募集

と　き 

android初級編 2月5日㈬ 14:00～

android実践編 2月12日㈬ 14:00～

iPhone初級編 2月6日㈭ 10:00～

iPhone実践編 2月10日㈪ 10:00～

定　員　各先着10人

講　師　auショップ塩釜

持ち物　使用しているスマートフォン

※受講無料。要申込

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
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２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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