
春休みこども映画会
　「ペット２」(上映時間86分)
と　き　3月25日㈭、26日㈮
　　　　①10:00～(開場9:30)
　　　　②13:30～(開場13:00)
ところ　遊ホール
申　込　3月1日㈪開始
※整理券配布なし。事前の電話申し
込みが必要

 

 4階創作室
◆紙でふしぎ？をつくろう！
　“パズルと折り紙メール“をつくる！
と　き　3月14日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上　定員  10人程度

 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」（絵本一冊・布バック・
『赤ちゃん絵本リスト』）をプレゼン
トします。
と き 3月16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を市
民の皆さんに無料で提供します。
と　き　3月17日㈬
①10:30～②11:00～③11:30～
ところ　市民交流センター5階ホワイエ
定　員　各回10人(重複不可)
申　込　3月4日㈭10:00～電話で
※今年から事前の電話申し込みが必要
＜提供にあたっての注意＞
①提供冊数は一人15冊まで
②持ち帰り用の袋を持参ください
③提供資料を有料で譲渡しないでください
◆子ども向け「読書記録帳」をつくり
　ませんか
　借りた本の感想などを書いてスタ
ンプをもらおう。
対　象　小学生まで(要図書館利用券)
ところ　4階カウンターで配布

・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
菅野潤「春を告げるコンサート」
　しおがま文化大使の菅野潤さんに
よるコンサートを開催。
と　き　3月6日㈯14:00(開場13:15)
入場料　一般2,000円、高校生以下
1,000円※前売り券のみ
出　演　菅野潤(ピアノ)、今野沙知
恵(ソプラノ)、草刈伸明(バリトン)

市民図書館市民図書館

公　民　館

公民館教室
対　象　市内在住・在勤の20歳以上(1教室の受講年数が5年未満の方)
受講料　1講座1,000円/年(初回徴収、材料費などは自己負担)
申　込　3月2日㈫～25日㈭。指定の申込用紙とハガキ１枚を公民館へ
　　　　(原則1人2講座、着物着付・礼法の対象は初心者の女性のみ)

女性セミナー
対　象　市内在住30歳以上女性　定員 70人　
受講料　1,000円/年(教材費実費)
学習会　年11回(移動教室含む、原則第3㈬）　
申　込　3月2日㈫～19日㈮。申込用紙とハガキ１枚を公民館へ
千賀の浦大学
対　象　市内在住65歳以上　定員 70人　
受講料　1,000円/年、自治会1500円(教材費実費)  
学習会　年11回(移動教室含む、原則第3㈭ 
申　込　3月2日㈫～19日㈮。申込用紙とハガキ１枚を公民館へ

新しいことはじめてみませんか?
受講者募集のお知らせ

講座名
華道
煎茶道
料理
陶芸
着物着付
礼法
絵画
日本画

書道

民謡

定員
20
10
20
30

10

20
15

40

15

と　き
第2･4㈮
第1･2･3㈫
第1･3㈪
第1㈯･第2㈪

第2･4㈭

第2･4㈫
第2･4㈮

第1･3･4㈬

毎週㈪

学習時間
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～12:00
13:00～15:00

13:30～15:30

14:00～16:00
13:30～15:30 

18:00～20:00

18:30～20:30

講　師
阿部芳逍さん
佐藤南智さん
松野 茂さん
岡崎雅芳さん

岡澤マキ子さん

吾妻 篤さん
阿部淑子さん
鈴木花園さん
板宮青嵐さん
鈴木松栄さん

中途
可
可
可
不可

不可

可
可

可

可
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 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　3月14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

 学習室2
さをり織りを体験しよう
と　き　3月21日㈰
①12:30～13:30 ②13:45～14:45
③15:00～16:00
材料費　500円　定員　各回3人
講　師　大浪幸子さん
申　込　3月2日㈫ 10:00～

 その他
◆サットさんのSTORYTIME！
　フェイスブックで
動画を公開中!

「公民館まつり」中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止します。

◆印は参加無料・当日直接おいでください
 おはなしの部屋 
◆「ぴよぴよひなまつりおはなし会」
　絵本の読み聞かせと親子のふれあい
あそび。3月はひなまつりスペシャル！
と　き　3月2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　3月9日、16日、23日、30日㈫
　　　　11:00～11:15
対　象　幼児と保護者

　

◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎3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
　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」
　お話しとギターを楽しもう。
と　き　3月6日㈯ 11:00～11：30
話し手　きっと・えすけっと

◎行事･イベント
 エスプホール
「人形劇団クスクス」がやってくる！
　秋田県大仙市南外の「徳五郎むかし
話」より①こぶとり②ちょうふくざん
のやまんばの人形劇を行います。
と　き　3月28日㈰ 11:00～12:00
対　象　小学生　定員　20人
申　込　3月3日㈬ 10:00～
主　催　えぜるプロジェクト　

 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「春にぴったり！いちごを作ろう」
と　き　3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
ふれあい創ing「木の実のリースを作ろう」
と　き　毎週㈯㈰ 10:00～14:30
定　員　小学生4人　申 込 3月2日㈫10:00

 アートギャラリー
◆東日本大震災復興記念
　被災者の手作り作品展
　さまざまなアート作品を展示します。
と　き　3月16日㈫～3月21日㈰

◆おはなしぱんどら
　小さなお子さんからパパママにも
楽しめるおはなしいろいろ！
と　き　3月13日㈯ 13:30～13:50
◆おはなしのびっくり箱の「ちっちゃな
　えほんのへや」
　0～3歳のちいさなおともだちにえ
ほんと手遊びの楽しいひとときを。
と　き　3月19日㈮ 11:00～11:20
◆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　3月27日㈯ 11:00～11:20

 視聴覚室
◆「子ども映画会」
と　き　3月13日㈯
①11:00～②14:00～③15:00～
「鳥呑み爺さん」「ペネロペとふたご
ちゃん」(2話で14分)
対　象　幼児から小学生
◆「春休みだ!映画をみよう！」
　ディズニーの短編アニメーション。
チップとデールのおはなしをどうぞ。
と　き　3月30日㈫ 14:00～
「リスの朝ごはん」など3話(約20分)

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう！ 
　「紙」を使った手品の実演。
と　き　3月28日㈰ 15:00～15：20
◆春のわくわく！本のお楽しみパック
　どんな本が入っているかは借りて
みるまでのお楽しみ！
と　き　3月25日㈭～無くなり次第終了
対　象　幼児から児童

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

市民図書館
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3月の図書館・エスプ休館日
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