
  新春 マンドリンの調べ
  ～仙台マンドリンクラブ～
と　き　平成29年１月21日㈯
　　　　13:30開場　14:00開演
ところ  遊ホール（壱番館5階）
※入場無料ですが、整理券が必要です。
　(整理券は市役所案内コーナー、公民
　館、図書館、エスプなどで配布中）
問   塩釜市芸術文化協会事務局☎365-3341
  第10回佐藤鬼房顕彰全国俳句大会
と　き　平成29年3月18日㈯ 10:00～
ところ　ふれあいエスプ塩竈
投句料　一般部門：三句一組1,000円
　　　　ジュニア部門(小中高生：無料）
締　切　平成29年1月18日㈬
問･投句先 実行委員会☎367-1263
〒985-0072塩竈市小松崎11-19
渡邊裕子方　

 ◆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(入場無料)
　｢金のなる木｣｢パーティー荒し｣
と　き　12月10日㈯ (2話で約15分)
　　　　①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
  ◆冬休みだ！映画をみよう (入場無料)
    ｢ジャックとまめの木｣ほか2話
と　き　12月24日㈯ 14:30～　
　　　　(3話で約34分)
  ～児童文学鑑賞会～
  【人形劇団クスクス】の人形劇公演

　秋田県由利本
荘市から、プロの
人形劇団がやっ
て来ます。
　名作児童文学

『狼と七匹の子山羊』を基にした作品
などを上演します。
と　き　12月17日㈯ 11:00～12:00
定　員　40人程度(先着順)
申　込　12月1日㈭10:00から図書館
　　　　カウンターまたは電話で
  ◆人形劇団ごきげん座　
    ｢Xmasおはなしフェスティバル｣
と　き　12月24日㈯ 11:00～11:50
内　容　人形劇やパネルシアターなど
対　象　幼児、小学生、親子

　 12月のボランティア自主事業
 エスプホール
  ◆クリスマスコンサート
    「みんなあつまれ！イヴまで待でねっちゃ！」
と　き　12月11日㈰
　　　　14:00～15:45（13:30開場）
出　演　塩竈シニアトーンチャイムサークル、
　　　　　トーンチャイムサークルShizune、
　　　　　菅野音楽教室の仲間たち
※問い合わせは公民館まで
 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
※年末は21日㈬まで、年始は18日㈬から
話し手　子育て支援ふぉ・ゆ　
 学習室１
  パッチワークをはじめませんか
  「ちりめんで作る干支の酉」（ペア）
と　き　12月21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　12月7日㈬10:00～電話また
　　　　は直接エスプへ
 本の森
  ◆本のちょっと
と　き　12月3日㈯ 11:00～11:30 
対　象　小学生以上 どなたでも
話し手　きっと･えすけっと
  ◆おはなしぱんどらの
     「クリスマスおはなし会」
と　き　12月11日㈰13:30～14:00 
対　象　どなたでも
話し手　おはなしぱんどら

     行事・イベント
 キッズスペース
  ◆「サンサンサン」のクリスマスシアター
と　き　12月21日㈬ 10:30～12:00
企　画　子育て支援ふぉ・ゆ
 エスプホール
  ◆ESP DANCE PES2016開催！
と　き　12月17日㈯ 14:00～16:30
※見学自由
 学習室1
  ◆あそびまショップ
    ｢ハッピークリスマス☆おたのしみ会｣
と　き　12月8日㈭ 10:30～11:30
対　象　幼児と保護者 20組
申　込　受付中～12月7日㈬まで
 創作室
  ◆ふれあい創ing｢あずきカイロをつくろう｣
と　き　12月22日㈭ 13:00～14:30
対　象　どなたでも 10人　材料費　100円
申　込　12月1日㈭～20日㈫
  ◆かんたん工作おもしろ創！
    ｢クリスマス飾りをつくろう｣
と　き　12月1日㈭～25日㈰の開館時間内
対　象　どなたでも(材料なくなり次第終了)
 ？（はてな）の森
  ◆？（はてな）ワゴン
     かんたんクリスマスドームをつくろう
と　き　12月25日㈰ 14:00～14:30
対　象　どなたでも 15人程度
持ち物　ドームの中に入れたいフィギュア
 公民館調理室
  キッズKettle’s kitchen 食育教室
  「和菓子づくりとお煎茶を美味しく」
   ～食文化を学ぶ～
と　き　12月17日㈯ 9:30～12:30
対　象　小学生親子12組
講　師　和菓子教室講師　土井義子さん
　　　　アシスタント　吉田恵子さん
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
申　込　12月6日㈫ 10:00～
 アートギャラリー (入場無料)
  書道楽 自然体展2016
　掛け軸、額装された書約30点を展示。
と　き　12月6日㈫～11日㈰

◆印は参加無料。当日直接おいでください

公  民  館公  民  館

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

エ  ス  プエ  ス  プ

桜菓子姫

市民図書館市民図書館
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＊12月28日～1月4日は
年末年始休館

　図書館の返却ポストは
12月30日まで利用可

　(年始は1月4日10時から)生涯学習のとびら生涯学習のとびら

◆しおがま文化大使交流事業
鶴田美奈子ピアノコンサート
『アート×音楽』描けるアート、掛ける音楽
と　き　12 月24日㈯ 14:00～(開場13:30)
場　所　エスプホール
曲　目　J.S.バッハ・ゴールドベルク変奏曲

BWV988全曲
※入場無料(未就学
児の入場はご遠
慮ください)

　
荘
人
て
　

平成29年度上半期
アートギャラリー展示募集
展示期間
平成29年4月１日㈯～9月30日㈯
募集期間　12月2日㈮～16日㈮
※詳しくはエスプ事務室へ
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ところ　体育館第1競技場
参加費　3,500円(保険代など)
対　象　小学3、4年生　定員　先着30人
申　込　12月1日㈭～平成29年1月6日㈮
までに申込用紙と参加費を体育館窓口へ
  親子ふれあいスポーツ教室
と　き　平成29年1月19日～3月9日
　　　　の間の㈭10:00～11:30(全8回)
ところ　体育館第2競技場　定員　先着40組
対　象　1歳6カ月～4歳の親子
参加費　4,000円(保険代含む)
申　込　12月1日㈭～申込用紙と参加
　　　　費を体育館窓口へ
  グラウンドを大会でご利用の方へ
　平成29年4月～平成30年3月の土日
祝日に下記のグラウンドを利用して大
会を行う場合、手続きが必要です。申込
用紙は体育館窓口で配布します。
※使用団体は市内在住または在勤の方
　に限ります。
受付期間　平成29年1月14日㈯まで
施設名　月見ケ丘スポーツ広場、二又
スポーツ広場、新浜町公園スポーツ広
場、清水沢近隣公園スポーツ広場

  一般開放について
開放時間　9:00～21:00（日・祝日9:00～17:00）
休館日　毎週㈫(祝日の場合は翌日)
  第13回水泳記録会
と　き　平成29年1月29日㈰ 8:00～16:00
参加資格　3歳以上　定員　先着200人
参加費　個人種目：1,200円(3種目まで)
　　　　チャレンジタイム：300円
申　込　11月28日㈪～12月24日㈯
　　　　までに郵送かユープル窓口へ

 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｣
と　き　12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
と　き　12月13日、20日、27日㈫ 11:00～11:30
対　象　幼児と保護者
  ◆お正月だよ かるたとりで遊ぼう！
と　き　平成29年1月5日㈭ 13:00～13:30
対　象　小学生
  ◆おはなしびっくり箱のちっちゃな絵本の部屋
と　き　12月16日㈮ 11:00～11:30
 4階児童書フロア
  ◆本のたんてい
　絵本や読み物からナゾをとこう
と　き　12月16日㈮～平成29年1月29日㈰
対　象　小学生まで
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　12月25日㈰ 15:00～15:30
内　容　｢ハンカチ｣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　12月11日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度
  ◆みんなでクリスマスツリーを飾ろう！
と　き　12月3日㈯ 11:00～12:00
対　象　どなたでも
 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　12月20日㈫　ところ　保健センター
  ◆「リサイクル市」開催
　保存期間を過ぎた雑誌の一部と本を無
料で提供します。(入場制限の可能性あり)
と　き　12月10日㈯､11日㈰ 10:00～17:00
ところ　図書館4階エレベーター脇
〈提供にあたってのお願い〉
①提供冊数は1人15冊まで
②持ち帰り用の袋を持参してください
③提供資料を有料で譲渡しないでください

  パソコン入門講座（Windows10）
　3日間でパソコンの基礎操作を分か
りやすく学べる講座です。 　　　　　
と　き　平成29年1月23日㈪～25日㈬ 
　　　　10:00～13:00　※3日間連続講座
ところ　視聴覚室(壱番館4階)
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　12月5日㈪から電話で

  トレーニング講習会※上靴持参
3日㈯10:00～    10日㈯14:00～
17日㈯19:00～  22日㈭10:00～
26日㈪19:00～
  障がい者のためのスポーツ教室
と　き　12月2日、9日㈮ 13:30～15:00
ところ　体育館第2競技場
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに体育館へ電話か
ファクスで(住所、氏名、参加人数)
  とっても簡単 ボールでエクササイズ
と　き　①12月10日㈯ 10:00～11:15
　　　　②12月20日㈫ 10:30～11:45
ところ　①公民館(東玉川町)
　　　　②保健センター
費　用　各600円(当日集金します)
対　象　一般成人　定員　20人程度
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに電話かファクスで
  とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　12月22日㈭ 10:00～11:15
ところ　体育館2階研修室　対象　一般成人
参加費　300円　　定員　15人程度
申　込　前日までに体育館へ電話かファクスで
  家族みんなでスポーツDAY!!
  【お正月バージョン】
と　き　平成29年1月7日㈯ 9:00～12:00
ところ　体育館第1競技場
持ち物　上靴、飲み物
参加費　大人250円、小中高校生150
　　　　円、未就学児無料
  ジュニアスポーツ教室
と　き　平成29年1月12日～3月16日
　　　　 の間の㈭17:00～18:15(全8回)

・公 民 館　　           ☎365-3341
                                                   FAX365-3342
・塩釜ガス体育館　　 ☎362-1010
　  　　　　　　　　　   FAX362-1099
・ユープル　 　　　   ☎363-4501
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX366-0281
 　　　　　　　

・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

塩釜ガス体育館塩釜ガス体育館

ユープル(温水プール)ユープル(温水プール)

遊ホール遊ホール

　ストラディバリウスの音色が、命の讃歌を奏でます。
と　き　12月17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　夢のあとに、落葉松、浜辺の歌、望郷のバラード ほか

　動物にちなんだ楽しい音楽をご紹介する音楽の動物園。演奏に参加して楽し
めるコーナーもあります。ご家族おそろいでお出かけください。
と　き　平成29年1月29日㈰　開場13:30　開演14:00
入場料　前売り大人1,000円　高校生以下500円
出　演　指揮とお話：大浦智弘　演奏：アンサンブル･デル･マーレ(海の合奏団)
演奏曲　動物の謝肉祭、崖の上のポニョ、となりのトトロ ほか

天満敦子ヴァイオリンリサイタル2016｢輝き｣

しおがまファミリーコンサートvol.7～ポラーノの広場の不思議な動物園～

視聴覚センター視聴覚センター
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