
◆お正月だよ かるたとりで遊ぼう！
と　き　1月5日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生
◆おはなし ぱんどら
　パネルシアター、大型紙芝居など。
と　き　1月12日㈯ 13:30～14:00
◆おはなしびっくり箱のちっちゃな
　絵本の部屋
　楽しい絵本と手遊びがいっぱいの
びっくり箱です。
と　き　1月18日㈮ 11:00～11:30
◆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　1月26日㈯ 11:00～11:30

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう！
　“輪ゴム”を使った手品の実演
と　き　1月27日㈰ 15:00～15:30
◆本のたんてい
　物語のなぞを解いて君も「本のた
んてい」になろう！
と　き　開催中～1月27日㈰
対　象　幼児、小学生

 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
　“パズルと折り紙メール”をつくる。
と　き　1月13日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度

 3階ショーケース・壁面
◆貴重書庫収蔵資料展示Ⅲ
　今回は額装された絵図や短歌など
を展示します。
と　き　1月5日㈯～27日㈰
　　　　※期間中1回展示替えあり

 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　1月29日㈫ 
ところ　保健センター

・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

　塩竈市出身の指揮者大浦智弘氏の解説とともに、音楽の素晴らしさと
楽しさをお届けします。
と　き　1月27日㈰ 開場13:30　開演14:00
入場料　前売　一般1,000円　高校生以下500円
　　　　当日　一般1,200円　高校生以下700円
出　演　アンサンブル・リッチョ・ロッソ(赤いはりねずみ合奏団)
　　　　ピアノ/大浦智弘、伊藤亜紀　ヴァイオリン/宮永理央、木村光輝
　　　　ヴィオラ/青木光 チェロ/佐藤慧
プログラム　 「動物の謝肉祭」　「くるみ割り人形」より ほか

第9回しおがまファミリーコンサート
「ポラーノの広場の『おかしな？動物園』」

　一森山を舞台に、時空を超えて愛おしいものたちが出会う奇跡を描い
た塩竈ファンタジーです。オリジナルの歌とダンスをちりばめてお送り
します。
と　き　2月16日㈯　開場13:30　開演14:00
　　　　　　　　　　開場17:30　開演18:00
　　　　2月17日㈰　開場10:30　開演11:00
　　　　　　　　　　開場14:30　開演15:00
　　　　（4回公演）
入場料　前売　一般1,500円　高校生以下800円
　　　　当日　一般1,800円　高校生以下1,100円
　　　　※全席自由
作・演出　丹野久美子(劇団I.Q150)　音楽　只野展也
プロデューサー　菅野政子（菅野音楽教室）

塩竈夢ミュージカル2018「時の旅人」

遊ホール

特別整理期間休館のお知らせ
　図書館とエスプは特別整理期間のため、1月29日㈫～2月1日㈮は休
館します。
　ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
★本・雑誌の返却は返却ポストをご利用ください。
★ビデオやCDなどのAV資料は、壊れる恐れがありますので、開館日に
カウンターへお返しください。

平成30年度塩竈市民図書館文芸講演会
沢木耕太郎「作家との遭遇」
と　き　2月19日㈫　開場18:00　開演18:30
ところ　遊ホール
※入場無料ですが、入場整理券が必要。図書館・
　エスプ・市役所などで配布中です
沢木耕太郎（作家）
　1947年東京都生まれ
　1986年から刊行された紀行小説「深夜特急」では、1993年に第2回
JTB紀行文学大賞を受賞。
　2014年には「キャパの十字架」で第17回司馬遼太郎賞を受賞した。
　現在、JRの新幹線車内サービス誌「トランヴェール」に、エッセイ「旅
のつばくろ」を連載中。

広報しおがま2019年1月号 18



 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎1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
　歌や紙芝居などで楽しく過ごしま
しょう。
と　き　毎週㈬㈮ 11：00～12：00
　　　　※1月は16日㈬から開始
話し手　子育て支援ふぉ・ゆ

 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　1月5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
◆おもちゃ病院がやってくる
　壊れてしまった大切なおもちゃを
直します
と　き　1月13日㈰ 13:00～15:00
パッチワークをはじめませんか
「ミックスTかべかけ」
と　き　1月16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　西村清子さん(東玉川町)
申　込　1月5日㈯10：00～

◎行事・イベント

 エスプホール
「伝承遊びの楽しさを探る」
 ～独楽回し～
と　き　2月3日㈰ 13:30～16:00
講　師　安藤正樹さん(尚絅学院大

学子ども学科教授、全日本
独楽回しの会会長)

定　員　100人程度(当日参加可)
参加費　250円/人(材料費)
持ち物　動きやすい服装、上靴
申　込　1月11日㈮ 10：00～
※幼児は保護者同伴

 本の森
◆サットさんのSTORY TIME！
　たのしく英語であそぼう！
と　き　1月20日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「手作り風車をつくろう」
と　き　1月開館時間中
対　象　どなたでも1日10人まで
◆ふれあい創ing
　「和風ロゼットをつくりましょう」
と　き　1月23日㈬
　　　　10:30～11:45
材料費　500円　定員 6人
講　師　naokoさん
　　　　(ロゼット教室Rococo主宰)
申　込　1月8日㈫ 10:00～

 学習室1
大人のあそび時間
「かんたんハーバリウム」
と　き　2月9日㈯ 10:30～12:00
材料代　500円　持ち物　ガラス瓶
申　込　1月8日㈫～
　　　　材料費を添えて事務室まで

 ミーティングルーム
◆本のリサイクル市
と　き　2月2日㈯、3日㈰ 10:00～16:00
　　　　※なくなり次第終了
＜提供にあたってのお願い＞
①提供冊数は1人10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

 アートギャラリー
◆あそびの◎わ がまっこぷれーぱーく展
と　き　展示中～13日㈰
◆織・時織
　卓上手織機を使用した織物作品約
150点を展示します。
と　き　1月15日㈫～20日㈰
◆平成30年度 第55回観光のしおがま
　写真コンクール入選作品展
と　き　1月22日㈫～27日㈰

 そのほか

エスプ・公民館からのお知らせ
　貸館申込開始は、以下のとおりです。
エスプ：1月5日㈯～
公民館：1月7日㈪～

◆印は参加無料・当日直接おいでください

 4階視聴覚室

◆「図書館さんぽ」～富士山～
　新年をことほぎ、富士山を鑑賞し
ましょう！
と　き　1月6日㈰
①10:00～12:00 ②13:30～15:30

◆子ども映画会
と　き　1月12日㈯
「ヤマタノオロチ」「いたずらきつつき」
（2話で15分）
①11:00～②14:00～③15:00～
対　象　幼児から小学生
と　き　1月19日㈯
「サトリ女と桶屋」「ここまでおいで」
（2話で15分）
①11:00～②14:00～③15:00～
対　象　幼児から小学生

◆おはなしびっくり箱の
　「お正月だよ！全員集合！」
と　き　1月27日㈰ 13:00～13:45
内　容　楽しいお話し・かるたとりなど
対　象　幼児、小学生、親子

 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」
　赤ちゃん絵本の読み聞かせと、親
子のふれあいあそびなど。
と　き　1月8日㈫ 11:00～11：30
対　象　1歳までの赤ちゃん

◆おはなし火ようび
　図書館員による絵本の読み聞か
せ、紙芝居など。
と　き　1月15日、22日㈫ 11:00～11:30
対　象　幼児と保護者

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

※29日～31日は
　特別整理期間

エ　ス　プ

市民図書館
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