
ぴよ＆ママ講座
　絵本を真ん中に楽しみながら子育
てをしてみませんか
　乳幼児期に大切なことを聞きなが
ら、たくさんの絵本を親子で楽しむ
講座です。
と　き　4月17日㈮、5月15日㈮ 
　　　　6月19日㈮ 11:00～12:00
　　　　※3回シリーズです
対　象　0～2歳くらいまでの子ど
　　　　もと保護者
定　員　8組(定員になり次第締切)
講　師　石田浩子(子育てアドバイザー)
申　込　電話または直接カウンターへ
◆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　4月25日㈯ 11:00～11:30

 4階児童書フロア

◆子ども読書週間事業
　「どこどことしょかん」
と　き　4月25日㈯～5月30日㈯
　　　　開館時間中
内　容　図書館の利用や本探しをゲ
　　　　ームをしながら体験します
対　象　幼児から小学生まで

◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　4月26日㈰ 15:00～15:30
内　容　“リング”を使った手品の実演

 4階創作室

◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　4月12日㈰ 14:00～15:00
内　容　“紙ヒコーキと折り紙”を作る
対　象　小学生以上 定員 10人程度

 そのほか
◆子ども向け「読書記録帳」を作りま 
　せんか？
　図書館から借りた本の感想を書い
てスタンプをもらおう。30冊で記録
帳がいっぱいになったら表彰状と2
冊目の記録帳を差し上げます。
対　象　図書利用券を持っている小
　　　　学生までの子ども
※4階カウンターで希望者に配布
◆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、布バック、赤ち
ゃん絵本リスト)をプレゼントします。
と き 4月21日㈫　ところ 保健センター

③お菓子づくり(短期講座)
と　き　5月21日㈭～令和3年2月
　　　　第3㈭19:00～21:00(全10回)
ところ　公民館 調理室
講　師　川口真奈美さん(指導調理員)
④フラワーアレンジメント(短期講座)
と　き　5月17日㈰～令和3年2月
　　　　原則第3㈰10:00～12:00(全10回)
ところ　公民館 第1・2会議室
講　師　和田浩子さん
　　　　(小原流いけばな講師)
⑤着物着付け(短期講座)
と　き　5月9日㈯～令和3年2月
　　　　第1㈯13:30～15:30(全10回)
ところ　公民館 和室
講　師　岡澤マキ子さん
　　　　(着物着付け師範)

◆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。
と　き　4月11日㈯
①11:00～②14:00～③15:00～
「人魚のごちそう」「おいしいね、ペネロペ」
と　き　4月18日㈯
①11:00～②14:00～③15:00～
「豆の大木」「おじいちゃんのおたんじょうび」

 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　4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
　図書館員による絵本の読み聞か
せ、紙芝居など。
と　き　4月14日、21日、28日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児と保護者

・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

市民図書館

Ａコース（木曜日）4月9日、23日
芦畔町集会所内     13:45～14:05
東部保育所向かい  14:15～14:40
第三小学校　        14:50～16:00  

Ｂコース（金曜日）４月10日、24日
ウジエスーパー塩釜店  13:40～14:05
藤倉児童館内        14:15～14:40
杉の入小学校　     14:50～16:00

Ｃコース（木曜日）４月16日
清水沢市営住宅内  13:40～14:10
新玉川市営住宅内  14:25～14:40
月見ヶ丘小学校内  14:50～16:00

Ｄコース（金曜日）４月17日
あすなろ内　　     13:45～14:00
千賀の台集会所内  14:10～14:40
第二小学校内        14:50～16:00

走れ！プクちゃん号走れ！プクちゃん号

※5月以降の運行カレンダーは、プクちゃん号と図書館で配布してい
るほか、ホームページでもご覧いただけます。なお、悪天候の場合は
中止することもありますので、ご了承ください。
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たたみ工作を体験しよう！

　めずらしい畳へりを使ってミニ畳
を作りませんか。
と　き　4月4日㈯ 10:30～12:00
定　員　15人　材料代　300円
申　込　受付中

 エスプホール

◆エスプコンサート Domenica71
　2020スプリングコンサート
　～春の香りを音楽にのせて～

と　き　4月26日㈰ 14:00～
曲　目　花、夢のメドレー ほか
出　演　森 由紀、中村桂子、庄司由貴

 そのほか

春の親子ふれあい遠足

と　き　4月17日㈮ 10:15～13:30
ところ　鹽竈神社、みなと緑地公園
対　象　幼児と保護者　定員 13組
参加料　一組100円(保険料含む)
企　画　子育て支援 ふぉ・ゆ
申　込　4月3日㈮ 10:00～

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎4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
　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　4月12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　4月4日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上
話し手　きっと・えすけっと

◎行事・イベント
 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「いろんな形の車をつくろう」
と　き　4月開館時間中
定　員　1日10人程度
※材料が無くなり次第終了

勤労者カレッジ講座 受講生募集中！
　人々が学習を通して互いの交流を
図り、自己啓発や連帯意識を高め、豊
かな社会生活を送るための講座で
す。
全講座共通
対　象　市内在住・在勤の18歳以上
　　　　の方(高校生を除く)
受講料　1,000円/年(初回に徴収、
　　　　材料費などは自己負担)
申　込　受付中。詳しくは公民館まで
その他　募集は先着順。定員になり
　　　　次第締切
①クッキング
と　き　5月14日㈭～令和3年3月
　　　　第2・4㈭19:00～21:00(全21回)
ところ　公民館 調理室
講　師　川口真奈美さん(指導調理員)
②茶道(裏千家)
と　き　4月24日㈮～令和3年3月
　　　　第1・3㈮19:00～21:00(全22回)
ところ　公民館 和室
講　師　滝井正巳さん(裏千家師範)

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

塩釜ガス体育館
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４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

◆体育協会主催教室および塩釜市体育協会各単協主催教室の案内
教室名 対象 曜日 時間 回数 定員 参加費 受付日時(先着順)

小学生スポーツ教室
小学1・2年生 月 16:15～17:30 10回 40人 4,000円

4月13日㈪～
小学3・4年生 木 17:00～18:15 20回 30人 8,000円

親子ふれあいスポーツ教室 親と子(2～4歳)
の2人1組 金 10:00～11:30 20回 40組 7,000円 4月13日㈪～

幼児スポーツ教室 年中・年長児 水 15:30～16:45 8回 40人 4,000円 4月13日㈪～
親子で遊ぼう!年少くらぶ 年少児と親 木 15:45～16:45 8回 20組 4,000円 4月20日㈪～

3B体操教室 一般成人 月 10:00～11:30 35回 100人 14,000円 4月1日㈬
10:00～10:30

シニア(壮年)スポーツ教室 55歳以上 水 13:30～15:00 20回 60人 6,000円 4月1日㈬～
親と子のチャレンジスクール 小学生、成人 水 19:00～20:30 7回 各20人 各3,000円 5月8日㈮～
小学生ミニバスケット
ボール教室 小学3～6年生 土

ほか 15:00～17:00 半年 50人

教室により
異なります

4月25日㈯
塩釜ガス体育館
研修室
14:00～

小学生柔道教室 未就学児～
小学6年生 土 13:00～17:00 1年 無

小学生からて教室 小学1～6年生 月
または土 17:00～18:50 1年 10人

小学生少林寺拳法教室 小学1～6年生 水 17:00～19:00 1年 無 教室内随時受付

問 塩釜市体育協会☎362-1010 FAX362-1099
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