
◆おはなしびっくり箱のちっちゃな
　絵本のへや
　絵本と手遊びの楽しいひととき。
と　き　4月16日㈮ 11:00～11:20
対　象　0～3歳の子どもと保護者
◆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　4月24日㈯ 11:00～11:20

 創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
　“紙ヒコーキと折り紙”を作る。
と　き　4月11日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上　定員 10人程度

 児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　4月25日㈰ 15:00～15:30
内　容　「リング」を使った手品の実演

 

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
 視聴覚室
◆子ども映画会
と　き　4月10日㈯
　　　　①11:00～②14:00～③15:00～
内　容　「キジとカラス」「ミッキー
のつむじ風」(2話で約14分)
と　き　4月17日㈯
　　　　①11:00～②14:00～③15:00～
内　容　「母の宝玉」「ミッキーのド
キドキ汽車旅行」(2話で約14分)

 おはなしの部屋
◆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を行います。
と　き　4月6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、紙芝居など。
と　き　4月13日、20日、27日㈫
　　　　11:00～11:15
対　象　幼児と保護者

・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

◆子ども読書週間事業
　どこどことしょかん
と　き　4月24日㈯～5月30日㈰
内　容　ゲームをしながら、図書館
の利用や本探しを体験します。
対　象　幼児から小学生まで

 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 4月14日㈬　ところ 保健センター
◆子ども向け「読書記録帳」をつくり
ませんか？
　図書館で借りた本の感想や心に残
ったことを書いてスタンプをもらお
う。記録帳がいっぱいになったら表彰
状と2冊目の記録帳を差し上げます。
対　象　図書利用券を持っている小
学生までの子ども
配　布　4階カウンターで希望者に
配布します。

市民図書館市民図書館

Ａコース（木曜日）4月8日、22日
芦畔町集会所内     13:45～14:05
東部保育所向かい  14:15～14:40
第三小学校　        14:50～16:00  

Bコース（金曜日）４月9日、23日
ウジエスーパー塩釜店  13:40～14:05
藤倉児童館内        14:15～14:40
杉の入小学校　     14:50～16:00

Ｃコース（木曜日）４月15日
清水沢市営住宅内  13:40～14:10
新玉川市営住宅内  14:25～14:40
月見ヶ丘小学校内  14:50～16:00

Ｄコース（金曜日）４月16日
あすなろ内　　     13:45～14:00
千賀の台集会所内  14:10～14:40
第二小学校内        14:50～16:00

※5月以降の運行カレンダ
ーは、プクちゃん号と図書
館で配布するほか、ホーム
ページでもご覧いただけま
す。悪天候の場合は中止す
ることもありますので、ご
了承ください。

布します。

※5月以降の運行カレンダ

走れ！プクちゃん号走れ！プクちゃん号

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載した
内容が変更となる場合があります

広報しおがま2021年4月号 20
塩竈市は、自主財源を確保するため「広報しおがま」に有料広告を掲載しています。 



塩竈市は、自主財源を確保するため「広報しおがま」に有料広告を掲載しています。 

◎行事・イベント
 創作室
◆かんたん工作おもしろ創!
　ペーパー芯で花飾りをつくろう
と　き　4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
はじめての 創作室!
　創作室ってどんなところ?使い方
を学びながら「あきばこカー」を作り
ましょう。
と　き　4月24日㈯、25日㈰
　　　　13:30～14:30
対　象　創作室の利用が初めての小学生
定　員　4人
申　込　4月2日㈮ 10:00～
◆ふれあい創ing
　紙刺繍でメッセージカードつくり
と　き　4月16日㈮ 14:00～15:30
対　象　学生や社会人　定員 　4人
申　込　4月2日㈮ 10:00～
創作室×情報広場
ユーカリとカーネーションのサシェ
(におい袋)を作ろう！
と　き　5月5日㈬
　①10:30～11:30 ②13:00～16:00
定　員　①5人 ②10人
材料代　ハンガー型50円、テトラ型 無料
申　込　4月2日㈮10:00～材料代
を添えて事務室へ

 情報コーナー
ぷちっと・ワーク
はじめての和モダン切り絵
と　き　4月14日㈬ 10:30～11:30
対　象　18歳以上(本人のみ)
定　員　2人　材料代　200円
申　込　受け付け中。材料代を添え
て事務室まで

　

◆印は参加無料・当日直接おいでください

◎4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

◆おはなしぱんどらのおはなし会

　パネルシアターや紙芝居など。
と　き　4月11日㈰ 11:00～11:30

 本の森

◆本のちょっと

　お話とギターを楽しもう。
と　き　4月3日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと・えすけっと

 そのほか 

春の親子ふれあい遠足

と　き　4月21日㈬ 10:15～12:00
ところ　鹽竈神社
対　象　幼児と保護者6組
参加料　一組100円(保険料含む)
持ち物　水筒、帽子
企　画　子育て支援 ふぉ・ゆ
申　込　4月6日㈫ 10:00～
　　　　参加料を添えて事務室へ

◆サットさんのSTORY TIME!
　4月はお休みです。エスプフェイ
スブックで動画を公開中ですので、
ご覧ください。

 学習室1
大人のあそび時間
カルトナージュで作るかんたん袱紗
ケース
と　き　4月22日㈭ 10:30～12:00
対　象　18歳以上(本人のみ)
定　員　5人　材料代　500円
申　込　受け付け中。材料代を添え
て事務室まで

勤労者カレッジ
対　象　市内在住または在勤の18
歳以上の方。ただし①着物着付は、
初心者の女性のみ。
受講料　1教室あたり年額1,000円
　(教材費などは実費負担)
申　込　公民館に電話にて
※定員を超えた場合は抽選です。い
ずれも途中入講が可能です
①着物着付
と　き　講師指定の㈯（月1回） 
　　　　13:30～15:30
定　員　10人 講師 岡澤マキ子さん
②茶道(抹茶)
と　き　第1・3㈮ 19:00～21:00
定　員　15人 講師 滝井正已さん
③クッキング
と　き　第2・4㈭ 19:00～21:00
定　員　10人 講師 川口真奈美さん
④お菓子づくり
と　き　第3㈭ 19:00～21:00
定　員　10人 講師 川口真奈美さん
⑤フラワーアレンジメント
と　き　第3㈰ 10:00～12:00
定　員　10人 講師 和田浩子さん

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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４月の図書館・エスプ休館日
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