
◆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10日㈯(2話で14分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
「｢お｣は難しい」「南の島」
と　き　11月17日㈯(2話で14分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
「尻鳴りべら」「ジェリーとジャンボ」
｢図書館さんぽ｣～宇宙の絶景～
　ハッブル宇宙望遠鏡による時空を
超えた宇宙の絶景を楽しもう。
と　き　11月24日㈯ 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、手あそび、紙芝居、手作りの大型
紙芝居もあります。
と　き　11月3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。
と　き　11月6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　11月13日、20日、27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16日㈮ 11:00～11:30
◆手のひらの会
　はじまるよ!楽しい紙芝居。
と　き　11月24日㈯11:00～11:30
◆ぴよぴよクリスマスおはなし会
　赤ちゃんとはじめてのクリスマス
を楽しみましょう。
と　き　12月4日㈫ 11:00～11:45

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　11月25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11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
◆読書の秋だ！
　POPをつくろう！
　お気に入りの本を
紹介するPOPを作っ
てみませんか。完成
したPOPを図書館で飾って宣伝しよう。
　自分の本を持ってきて、POＰを
作ることもできます。（漫画や攻略本
などは対象外）
と　き　11月25日㈰ 14:00～16:00
対　象　中学生、高校生
※POPとは、宣伝手法の一つとして、紙
にイラストや紹介文を書いたもの

エコハンギングを作ってみませんか
　吊るしたり壁に掛けたりして花を
飾るハンキング。身近にあるペット
ボトルでかわいく作ります。
と　き　11月24日㈯ 10:30～12:30
対　象　大人10人(先着順)
材料代　1,000円(花、飾りほか)

講　師　加藤寿子さん
申　込　11月6日㈫ 10:00～
　　　　3階カウンターへ直接か電話で

 その他

◆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　11月27日㈫
ところ 　保健センター

Word(ワード)入門講座
　3日間でワードの基礎操作を分か
りやすく学べます。
と　き　11月20日㈫～22日㈭
　　　　※3日間連続講座
　　　　10:00～13:00
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　電話にて
Excel(エクセル)入門講座　　　　
　3日間でエクセルの基礎操作を分
かりやすく学べます。
と　き　12月18日㈫～20日㈭
　　　　※3日間連続講座 
　　　　10:00～13:00
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　12月3日㈪8:30～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
・塩竈市杉村惇美術館  ☎362-2555

視聴覚センター

　トーンチャイムが、いやしの音色を奏でます。
と　き　11月10日㈯ 14:00～(開場13:30)　　
入場料　一般1,000円、高校生以下500円(当日券300円増し)

　観客参加型のファミリー向けマジックショーです。
と　き　11月25日㈰ 14:00～(開場13:30)　　
入場料　一般1,000円、
　　　　高校生以下500円(当日券200円増し)
プレイガイド　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)

トーンチャイム ジャンボリーin塩竈

ファミリーエンターテイメントマジックショー
たかお晃市『ファンハウス』

遊ホール

スポ ツ 美容室

市民図書館
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 ◆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
｢眼鏡立て｣
と　き　11月21日㈬
　　　　10:30～15:30
材料代　1,000円
対　象　どなたでも20人(先着順)
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　11月7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。
息抜きおしゃべりタイムもあります。
と　き　毎週㈬㈮ 11：00～12：00
対　象　幼児と保護者
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!
　―たのしいおはなし会―
と　き　11月3日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上
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25日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

◎行事・イベント

 創作室

ふれあい創ing
｢あみもの小物をつくろう｣
と　き　11月27日㈫ 10:30～12:00
対　象　くさりあみのできる方8人ほど
持ち物　かぎ針5～7号
申　込　11月2日㈮10:00～
◆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
　　　　（材料なくなり次第終了）

◆リースを作ります
　｢ミモザとユーカリでリースを作ろう｣
と　き　11月11日㈰ 10:00～12:00
対　象　どなたでも5人まで
講　師　角谷良子さん
　　　　(創作室ボランティア)

 エスプホール　
＜ふれあいエスプ20周年記念事業＞
◆｢ザ･エスプ20｣～はたちになりました
と　き　11月18日㈰ 10:00～17:00
内　容　ガロ漫画喫茶、本の福袋ほか
10:30　お楽しみワークショップ
　　　　バルーンパフォーマンス
11:00　あそびまショップエスプシスターズ
11:30　皿回し実演＆作って回そう
13:30　マジックショータイム、絵本の

世界「わたしのワンピース」ほか
14:30　ふしぎなおもちゃをつくろう
※詳細はエスプにあるチラシをご覧
ください。先着200人にカンバッ
チをプレゼントします。

◆エスプコンサートDomenicaスペシャル
　～弦楽器で贈る秋のアンサンブル～
　ヴァイオリン、チェロ、ビオラ、津
軽三味線、琴を演奏します。
と　き　11月24日㈯ 
　　　　14:00～(開場13:30～)
出　演　髙橋勇弥さん、髙橋里江勢
　　　　さん、髙橋勢也さん、　　　
　　　　String G-forestさん
曲　目　新世界、津軽じょんがら節
　　　　など

ESP DANCE PES2018 開催！
　さまざまなグループがダンスを披
露。Dragon AshのATSUSHIさんの
ダンスワークショップもあります。
と　き　12月2日㈰ 14:00～
対　象　どなたでも ※観覧自由

JAXAコズミックカレッジ
｢円筒飛行機を飛ばしてみよう！｣
と　き　12月15日㈯ 13:00～15:30
対　象　小学生20人程度(保護者同伴可)
参加費　無料
持ち物　筆記用具、はさみ、カッター
講　師　岩淵緑さん（日本宇宙少年団
　　　　仙台たなばた分団）
申　込　11月20日㈫ 10:00～

 アートギャラリー
＜ふれあいエスプ20周年記念事業＞
◆懐かしのエスプ展
　写真やメッセージでエスプのこれ
までの歩みを振り返ります。
と　き　11月13日㈫～12月9日㈰

第71回塩竈市美術展
　市内外問わず、一般成人および学
生(高校生以上)の皆さんから出品さ
れた洋画(水彩画、版画を含む)･日本
画･書道の作品を展示します。
と　き　11月6日㈫～11日㈰
　　　　10:00～18:00
(㈯17:00まで、最終日15:00まで)
ところ　ふれあいエスプ塩竈
【同時開催】
杉村惇賞ならびに教育委員会教育委
員長賞受賞者展
ところ　塩竈市杉村惇美術館
第71回塩竈市美術展 入賞者表彰式
と　き　11月11日㈰ 13:00～
ところ　塩竈市公民館2階大会議室
◆「スマートフォン講座」受講生募集中
と　き　11月21、28日㈬ 10:30～12:00
定　員　10人(キャンセル待ちのみ
　　　　受付、先着順)※無料
講　師　門馬 愛さん(スマホアドバイザー)
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
　｢冬の星空の楽しみ方｣をテーマ
に、星空に思いをはせてみませんか。
と　き　12月9日㈰ 14:00～16:00
定　員　10人　※無料
講　師　仲 千春さん(仙台市天文台職員)

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）
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公　民　館
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