
 4階 視聴覚室
◆図書館さんぽ～工場見学～
　広大な飛行機工場での、巨大なエ
ンジン整備の臨場感を大迫力の映像
で体験しよう。
と　き　11月12日㈭
　　　　①10:30～②13:30～

 4階 児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　11月22日㈰ 15:00～15:20
内　容　「紙」を使った手品の実演

 4階 おはなしの部屋
◆おはなしぱんどら
　絵本、大型紙芝居、パネルシアター
など。
と　き　11月7日㈯ 13:30～13:50
◆ぴよぴよおはなし会
　絵本の読み聞かせとふれあいあそ
びを行います。
と　き　11月10日㈫ 11:00～11:15
対　象　1歳までの赤ちゃん
◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせや紙芝居など。
と　き　11月17日、24日㈫
　　　　11:00～11:15
対　象　幼児と保護者
◆手のひらの会
　はじまるよ、はじまるよ、楽しい紙
芝居。
と　き　11月28日㈯ 11:00～11:20

◆ぴよぴよクリスマスおはなし会
　12月はクリスマススペシャル!はじ
めてのクリスマスを楽しみましょう。
と　き　12月1日㈫ 11:00～11:30

「スマートフォン講座」受講生募集中
と　き　11月18日、25日㈬
　　　　10:30～12:00(2日間連続講座)
定　員　10人（先着順）
持ち物　使用しているスマートフォン
　　　　(アンドロイド対応機)
講　師　門馬　愛さん
男性のための着物着付講座
と　き　11月25日、12月2日、9日、
　　　　23日、令和3年1月13日㈬
　　　　13:30～15:30
講　師　岡澤マキ子さん(松陽台)
持ち物　着物一式
※お持ちでない方は相談ください
対　象　20歳以上の男性7人
申　込　電話にて受け付け中
「天文学講座」受講生募集中
と　き　12月6日㈰ 14:00～16:00
定　員　10人（先着順）
講　師　仲 千春さん
　　　　(仙台市天文台職員)

◆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　11月14日㈯
　①11:00～②14:00～③15:00～
内　容　「大根の武者」「ペネロペ、な
まえをかんがえる」(2話で約14分)
と　き　11月21日㈯
　①11:00～②14:00～③15:00～
内　容　 「月ノ輪の消えるとき」「ペネ
ロペ、おてがみをかく」(2話で約14分)

・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

視聴覚センター

遊ホール
市民図書館

 4階 創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　11月8日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上 定員 10人程度
内　容　“パズルと折り紙メール”をつくる。

 そのほか
◆「えほんデビュー」
　～赤ちゃんからえほん～
　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24日㈫
ところ　保健センター

スマートフォン入門講座
(機種:アンドロイド)
　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　11月25日㈬～27日㈮
　　　　10:00～13:00
　　　　※3日間連続講座
受講料　1,000円
申　込　11月4日㈬ 8:30～

公演中止のお知らせ
　令和2年度遊ホール協会自主事業
「天満敦子ヴァイオリンリサイタル
2020」(12月12日㈯公演予定)は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止します。

     　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、掲載した事業の延
期や中止など、変更となる場合が
あります。
　最新情報は市ホームページ、フ
ェイスブックを確認いただくか、
各施設まで問い合わせください。

公　民　館
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 創作室
たたみ工作体験
「好きな柄を選ぼう!ミニたたみ作り」
と　き　11月21日㈯ 10:30～12:00
　　　　12月12日㈯ 10:30～12:00
材料費　たたみ1つ500円、ボタン200円
対　象　小学生以上
　　　　※小学生は保護者同伴
講　師　㈱ベルシステム
申　込　11月17日㈫ 10:00～

 空中庭園
◆しおがま☆をみる会 ※晴天時のみ
　月面、火星、土星などを見ます。
と　き　11月8日㈰ 18:00～19:00
対　象　小学生以上
　　　※中学生以下は保護者同伴

 学習室1
しめ縄で作る!Xmas＆お正月リース
年末年始の2WAY飾りを手づくりで！
と　き　12月3日㈭ 14:00～16:00
対　象　18歳以上（同伴者不可）　
定　員　6人　材料費　1,000円
申　込　11月3日（火・祝） 10:00～

 エスプホール
◆エスプコンサートDomenica76
　ムジカチェーレコンサート
　お話付きピアノ連弾 動物の謝肉祭
と　き　11月1日㈰ 14:00～
曲　目　サン・サーンス作曲「水族館」ほか
出　演　下山とくこ、村田郁美
◆エスプコンサートDomenica77
　チェロとバイオリンのコンサート
と　き　11月28日㈯ 14:00～
曲　目　バレエくるみ割り人形「花

のワルツ」ほか
出　演　弦楽アンサンブル String G-Forest

　

◆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
おもちゃ病院がやってきた
　こわれたおもちゃを治してくれます。
と　き　11月8日㈰ 13:00～15:30
講　師　おもちゃ病院「チャチャチャ」
申　込　受け付け中
※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

 本の森
◆本のちょっと
　お話とギターを楽しもう。
と　き　11月7日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと・えすけっと

 ？の森
◆サットさんのSTORY TIME！
　たのしく英語であそぼう!
と　き　11月21日㈯ 11:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

◎行事・イベント
 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「ぱくぱくワニさんをつくろう！」
と　き　11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

 アートギャラリー
◆第10回キャトル写真展
　旅先で出会った風景やイベントな
どの写真約45点を展示。
と　き　11月17日㈫～22日㈰
◆第4回アトリエ「プラドの風」油絵展
　子ども絵画教室作品展
　油絵、子ども作品約20点を展示。
と　き　11月24日㈫～29日㈰
◆織・時織2020
　卓上手織機を使用しての織物作品
展。タペストリー・マフラーなど約
150点展示。
と　き　12月1日㈫～6日㈰

 公民館調理室
おやこdeキッチン事業
～おいしい食のワークショップ～
「おやこde干物づくり」
と　き　11月22日㈰ 10:00～12:00
対　象　小学生と保護者(祖父母も可)
定　員　8組
内　容　簡単調理のお魚レシピ
参加費　1組1,200円(材料費・保険料)
持ち物　エプロン、三角巾
講　師　キッズkettle’s kitchen吉田恵子
申　込　受け付け中。参加費を添え
て事務室まで

第73回塩竈市美術展
と　き　11月10日㈫～15日㈰
　　　　10:00～18:00
　　　　※14日㈯は17:00まで、15
　　　　　日㈰は15:00まで
ところ　ふれあいエスプ塩竈
※詳細は公民館まで問い合わせ

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

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
桜菓子姫

公　民　館
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11月の図書館・エスプ休館日
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