
 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　12月3日㈰ 14:00～15:00
内　容　おもちゃと折り紙をつくる
対　象　小学生以上10人程度
 4階エレベーター脇
  ◆リサイクル市
　保存期間を過ぎた雑誌の一部と本を
無料で提供します。
と　き　12月16日㈯、17日㈰
　　　　10:00～17:00
・提供冊数は一人15冊まで
・持ち帰り用の袋を持参ください
・提供資料を有料で譲渡しないでください
 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｣(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　12月19日㈫　ところ 保健センター

  インターネット入門講座(Windows10)
　3日間でインターネットの基本操作
をわかりやすく学べる講座です。
と　き　1月16日㈫～18日㈭
　　　　10:00～13:00※3日間連続
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　12月18日8:30～電話にて

  ｢音楽講座｣受講生募集中
　クリスマス音楽とリクエスト曲の演
奏で楽しみましょう。
と　き　12月6日㈬ 13:00～15:00
ところ　ふれあいエスプ塩竈 ホール
定　員　20人(先着順)　受講料  無料
講　師　三浦優葉さん(チェリスト)
  ｢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、
夜空に思いを馳せてみませんか。
と　き　12月11日㈪ 19:00～21:00
ところ　公民館第一会議室
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)

 ◆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  12月9日㈯
｢塩ふき臼｣｢夜中のつまみ食い｣
(2話で約16分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
と　き  12月16日㈯
｢大年の客｣｢命がけのクイズショー｣
(2話で約14分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
  人形劇団ごきげん座
  ｢冬のおはなしフェスティバル｣
と　き　12月26日㈫ 11:00～11:50
対　象　幼児、小学生、親子
内　容　人形劇やパネルシアターなど
  ◆冬休みだ!映画をみよう!
と　き  12月27日㈬
　　　　①11:00～ ②14:30～
内　容　｢木こりと金のおの｣ほか3話
　　　　（4話で約50分）
対　象　どなたでも。ご家族でどうぞ。
  ｢図書館さんぽ｣～図書館で初笑い!
　爆笑ライブをスクリーンで見ます。
と　き　平成30年1月7日㈰ 13:00～
対　象　どなたでも

 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｣
　絵本の読み聞かせとふれあいあそび
と　き　12月5日㈫11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

  ◆クリスマスツリー点灯式
　みんなで手作りのかざりを飾って大
きなツリーをライトアップ！
と　き　12月5日㈫ 11:30～12:00
対　象　幼児と保護者
  ◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせや紙芝居など
と　き　12月12日、19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30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
　きれいで楽しい絵本を紹介するびっ
くり箱です。
と　き　12月15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15日㈮～1月28日㈰
対　象　小学生まで
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
　“ロープ”を使った手品の実演
と　き　12月24日㈰ 15:00～15:30

・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

　宮城県出身アーティストが故郷への恩返しや子どもた
ちの夢を応援するため設立された｢みやぎびっきの会｣の
皆さんが公演します。本市出身の人気若手声優島﨑信長
さんも出演。
と　き　平成30年3月3日㈯ 開場16:00　開演16:30
　　　　　　　　 3月4日㈰ 開場15:00　開演15:30
入場料　前売4,000円(当日4,500円) 全席指定　
出　演　さとう宗幸、山寺宏一、稲垣潤一、小柴大造、遊佐未来、
　　　　小川もこ、島﨑信長 ほか
※チケットの取り扱いは遊ホールです

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

みやぎびっきの会主催
ドリーム・チェーンコンサートinしおがま

と　き　12月16日㈯ 開場14:30　開演15:00
入場料　前売一般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
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

公　民　館

遊ホール共催事業

来
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 学習室１
  あそびまショップ
  わくわく☆ クリスマス会
と　き　12月19日㈫ 10:30～11:30
対　象　幼児と保護者15組
申　込　12月5日㈫ 10:00～

 学習室２

  はじめてみよう さをり織り
と  き　12月8日㈮、9日㈯
　　　　1コマ目 13:30～14:30
　　　　2コマ目 15:00～16:00
参加費　500円　定員　各コマ3人
講　師　大浪幸子さん
申　込　希望日前日の17:00まで

 創作室

  ふれあい創ing ろうそくづくり
と　き　12月6日㈬ 10:30～12:00
対　象　どなたでも10人
持ち物　エプロン
申　込　受付中
  ◆かんたん工作おもしろ創！
     クリスマスコーンをつくろう
と　き　12月開館時間中(12月1日～24日)
対　象　どなたでも(材料なくなり次第終了)

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

　 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10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
　歌や紙芝居で楽しく過ごしましょう。
と　き　毎週㈬㈮ 11:00～12:00
※年末は22日㈮まで、年始は17日㈬から
話し手　子育て支援ふぉ･ゆ
  ◆おはなしぱんどらの
     ｢クリスマスおはなし会｣
と　き　12月10日㈰ 13:30～14:00
内　容　パネルシアターや紙芝居など
対　象　どなたでも
話し手　おはなしぱんどら
 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　12月2日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上
話し手　きっと･えすけっと
 学習室１
  パッチワークをはじめませんか
   ｢和の着物タペストリー」
と　き　12月20日㈬
　　　　10:30～15:30
材料代　1,500円
定　員　どなたでも20人
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6日㈬ 10:00～
　　　　電話または直接エスプへ

 　行事・イベント

 キッズスペース
  ◆｢サンサンサン｣のクリスマスおたのしみ会
　歌や紙芝居で楽しく過ごしましょう。
と　き　12月22日㈮ 11:00～12:00
内　容　エプロンシアターや紙芝居など
企　画　子育て支援ふぉ･ゆ

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

桜菓子姫

　初公開の色紙と塩竈時代の重厚な油彩画を展示
と　き　～平成30年1月21日㈰ 10:00～17:00
　　　　※㈪、年末年始(12月28日～1月4日)は休館
観覧料　500円、大学生･高校生400円、中学生以下無料

＜関連企画＞ギャラリートーク･当館学芸員
と　き　12月2日㈯ 14:00～ ※要特別展観覧料、予約不要

塩竈市杉村惇美術館
生誕110年 杉村惇作品展　－塩竈時代を中心に

＜関連企画＞珈琲とデッサン会
と　き　12月9日㈯ 14:00～16:30　参加費　2,000円(コーヒー、菓子付)

フライデーナイトミュージアムジャズ
と　き　12月15日㈮ 19:00～20:00　
参加費　2,000円(ライブ、ワンドリンク、展示観覧込)

＜関連企画＞サロンドティータイム
と　き　12月8日㈮、17日㈰
　　　　11:00～16:00(13:00～14:00はお休み)
料　金　1,500円(展示観覧、紅茶･ざくろとポワールのショコラ)
　　　　※チョコレート工房クレオバンテールとコラボの限定ショコラ
　　　　　なくなり次第紅茶のみ。予約不要

ESP DANCE PES 2017開催！ 
と　き　12月2日㈯ 14:00～16:30
ところ　エスプホール
対　象　どなたでも(見学自由)

平成30年度上半期アートギャラリー
展示募集について
展示期間　平成30年4月3日㈫～
　　　　　　　　　 9月30日㈰
募集期間　12月1日㈮～15日㈮
※詳しくはエスプ事務室へ

菅野潤 公開ピアノクリニック
2018＆ミニコンサート
　｢しおがま文化大使｣のピアニス
ト菅野潤さんが小中学生のための
公開クリニックとミニコンサート
を行います。
と　き　平成30年1月27日㈯
　　　　開場13:30、開演14:00
ところ　エスプホール
曲　目　モーツァルト作曲幻想曲
ニ短調KV397、ベートーヴェン作
曲ピアノソナタ第31番変イ長調作
品110など
入場料　無料(整理券が必要です。整
理券は、エスプ、公民館、市民図書館、
市役所1階案内コーナーで配布中)

＊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)
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