
  「スマートフォン講座」受講生募集中
と　き　11月8日、22日㈬ 10:30～12:00
定　員　10人※先着順
受講料　無料　講師　門馬 愛さん
持ち物　使用中のスマートフォン（ア
　　　　ンドロイド対応機）
  「天文学講座」受講生募集中
と　き　12月11日㈪ 19:00～21:00
定　員　10人※先着順
受講料　無料
講　師　仲 千春さん(仙台市天文台職員)
  「音楽講座」受講生募集中
と　き　12月6日㈬ 13:00～15:00
ところ　ふれあいエスプ塩竈
講　師　三浦優葉さん（チェリスト)
定　員　20人※先着順
受講料　無料　　

 ◆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
11月11日㈯（2話で約15分）
「猫檀家」「恋のとりこ」
11月18日㈯（2話で約15分）
「鳥呑み爺さん」「台所戦争」　　　
時 間　①11:00～②14:00～③15:00～
  ◆「図書館さんぽ」～世界遺産 平泉～
　東北の国宝平泉の中尊寺金色堂。宝物で飾
られた細密の美をスクリーンで鑑賞しよう。
と　き　11月3日(金・祝) 13:30～15:30
 4階おはなしの部屋
  ◆おはなし ぱんどら
　パネルシアター、エプロンシアター、手遊
び、紙芝居、手作りの大型紙芝居もあります。
と　き　11月4日㈯ 13:30～14:00
  ◆おはなし会デビュー「ぴよぴよおはなし会」
と　き　11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
と　き　11月14日、21日、28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
と　き　11月17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　11月25日㈯ 11:00～11:30

  移動図書館プクちゃん号の
  ステーションが変わります
　平成29年9月まで運行していたAコ
ース「伊保石ステーション」が、10月6
日から「みやぎ生協杉の入店ステーシ
ョン」に替わりました。
　1月から3月は、「ウジエスーパース
テーション」に替わります。

  講演会「しおがま物語」
   ～第23章塩竈のみなとづくり
   (港町・尾島町周辺）～　　　　　　
　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16日㈭ 11:00～12:30
申　込　電話にて
  パソコン入門講座（windows10）
　3日間でパソコンの基礎操作をわか
りやすく学べる講座です。 　　
と　き　12月12日㈫～14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13日㈪ 8：30～電話にて

 4階児童書フロア
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　11月26日㈰ 15:00～15:30
内　容　「紙」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　11月12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
  文化の日「昭和の紙芝居」へどうぞ！
と　き　11月3日（金・祝） 11:00～11:30
内　容　 「愛染かつら」（川口松太郎 作）
  ◆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5日㈫ 11:20～12:00
 3階ショーケース
  ◆魚蟲譜（ぎょちゅうふ）展
　宮城県図書館所蔵の江戸時代を代表
する本草学者 栗本丹洲等による魚類
彩色画「魚蟲譜」の複製を展示します。
と　き　11月1日㈬～12月1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」をプレゼントします。
とき　11月28日㈫  ところ 保健センター

・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
・塩竈市杉村惇美術館 ☎362-2555

遊ホール

　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16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　タイスの瞑想曲、鳥の歌、白鳥、望郷のバラー
　　　　ド、雪の降る街を ほか
プレイガイド(共通)
松尾カメラ、メロディーズ、フジサキスポーツ、美容室マサヒコ、喫茶ノンノン、し
おがま・まちの駅、ヤマザキショップ塩釜すずきや店、遊ホール協会(壱番館4階)

視聴覚センター

市民図書館

■愛器ストラディヴァリウスとともに30年
　天満敦子ヴァイオリンリサイタル2017

■鶴田美奈子復興支援コンサート
　慈心－めぐみこころ－
　しおがま文化大使でドイツ在住のピア
ニスト鶴田さんが、ピアノのしらべと古き
良き塩竈から新しい塩竈の画像集で復興
を応援します。
と　き　11月5日㈰　開場13:30 開演14:00
※入場無料ですが、整理券が必要です
（配布場所 市民交流センター事務室・市民
図書館・市役所・エスプ・体育館）

▲画像集の一例▲画像集の 例
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  消しごむはんこでクリスマスカード作り
と　き　11月22日㈬ 10:00～12:00
参加費　100円　講師　角谷良子さん
申　込　11月1日㈬ 10:00～
 公民館調理室
  おやこdeキッチン事業
　親子料理教室「わたしのおうちはレストラン」
と　き　11月18日㈯ 9:30～14:00
ところ　公民館調理室
対　象　小学生親子16組
内　容　季節の魚を食材にしながら家
　　　　 庭で手軽にできるホームパー  
　　　　  ティーメニューの調理実習
持ち物　エプロン、三角巾、上靴（子どものみ）
参加費　1組1,000円（材料費）
講　師　キッズケトルズキッチン（吉
　　　　田恵子さんほか）
申　込　受付中

  菅野潤公開ピアノクリニック
　&ミニコンサート開催！
と　き　平成30年1月27日㈯ 14:00～
ところ　エスプホール
※入場無料ですが、整理券が必要です
  菅野潤公開ピアノクリニック2018
  受講者募集中！
と　き　平成30年1月27日㈯
対　象　塩竈市、多賀城市、利府町、松
　　　　島町、七ヶ浜町の小中学生
申　込　募集中～11月10日㈮必着
　　　　演奏音源と必要事項記載の用紙
　　　　をエスプへ持参、または郵送
　　　　※詳しくは問合せください

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

 アートギャラリー
  ◆「織・時織」2017
と　き　11月14日㈫～19日㈰
　　　　(最終日は16時まで)
  ◆第7回　フォトキャトル展
と　き　11月21日㈫～26日㈰
　　　　(最終日は16時まで)

  第70回塩竈市美術展
と　き　11月7日㈫～12日㈰10:00～18:00
　　　　(㈯は17:00、最終日は15:00まで)
ところ　ふれあいエスプ塩竈
第70回記念招待・無鑑査作品展
詳細は杉村惇美術館をご覧ください
入賞者表彰式
と　き　11月12日㈰13:00～
ところ　公民館2階大会議室
※詳しくは問合せください
  男性のための着物着付講座
と　き　11月16日～12月21日
　　　　毎週㈭19:00～20:30(全5回)
講　師　岡澤 マキ子さん（松陽台）
持ち物　着物一式
※お持ちでない方は公民館まで要相談
対　象　20歳以上の男性10人
受講料　無料
申　込　11月2日㈭から 
　　　　電話または直接公民館へ

　 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
　　　　※3日（金・祝）は休み
話し手　子育て支援 ふぉ・ゆ　
 本の森
  ◆「本のちょっと」ギターといっしょ!!
と　き　11月4日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと･えすけっと
 学習室1
  ◆「ごきげん座」がやってくる！
と　き　11月3日（金・祝） 11:00～11:40
対　象　親子（どなたでも）
内　容　人形劇・パネルシアターなど
  パッチワークをはじめませんか
  「和布で作るバッグ(40×30㌢)」
と　き　11月15日㈬
　　　　10:30～15:30
対　象　どなたでも20人
材料代　4,000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1日㈬ 10：00～

　  行事・イベント

 学習室２
  はじめてみよう　さをり織り
と　き　11月10日㈮、11日㈯
　　　　1コマ目 13:30～14:30
　　　　2コマ目 15:00～16:00
参加費　500円（材料代として）　 定員３人
講　師　大浪幸子さん
　　　　（「さをりひろば余暇よか」代表）
申　込　11月1日㈬10:00～希望日の
　　　　前日17:00まで
 創作室
  ◆かんたん工作おもしろ創！
     クリスマスかざりをつくろう
と　き　11月中開館時間内
対　象　どなたでも1日10人程度
　　　　（材料が無くなり次第終了）
  ふれあい創ing
  「いぬのぬいぐるみをつくろう」
と　き　11月17日㈮ 10:00～12:00
対　象　どなたでも10人
申　込　11月1日㈬10:00～
  たたみ工作を体験しよう！
と　き　12月9日㈯ 10:00～12:00
対　象　小学生～大人15人
講　師　株式会社ベルシステム
申　込　受付中※参加無料

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

桜菓子姫

　塩竈市美術展の招待・無鑑査の方々の作品（洋画・日本画・書道）を展示します。
と　き　11月7日㈫～12日㈰ 10:00～17:00（最終日は15:00まで）※観覧無料

と　き　11月18日㈯～平成30年1月21日㈰ 10:00～17:00　※毎週㈪休館
観覧料　一般500円　大学生・高校生400円　中学生以下無料
　　　　※東北文化の日（11月18日㈯）のみ大学生・高校生無料

と　き　11月25日㈯ 10:30～12:00※参加無料、要予約
対　象　小学5年生以上（未就学児～小学2年生までは保護者と2人で1つ）
講　師　つつみのおひなっこや 佐藤明彦さん　定員　15人

塩竈市杉村惇美術館
■第70回塩竈市美術展 招待・無鑑査作品展

■生誕110年 杉村惇作品展―塩竈時代を中心に

■堤人形 干支人形絵付けワークショップ

と　き　11月23日（木・祝） 14:00～15:00※入場無料、予約不要
講　師　酒井哲朗さん（福島県立美術館名誉館長/元宮城県美術館学芸部長）

■記念講演会

と　き　11月23日（木・祝） 12:30～　※要特別展観覧料、予約不要
■ギャラリートーク 名誉館長・杉村 豊さん
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ESP DANCE PES 2017開催！ 
と　き　12月2日㈯
　　　　14:00～（開場13:30）
ところ　エスプホール※観覧自由

公　民　館

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
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