
 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23日㈫ ところ 保健センター
 
  ◆移動図書館プクちゃん号の
     ステーションが変わります
　Aコース「みやぎ生協杉の入店ステ
ーション」が「ウジエスーパーステーシ
ョン」に替わります。

 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　1月9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　1月16日、23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　1月5日㈮ 13:00～13:30
対　象　小学生
 
  ◆おはなしぱんどら
と　き　1月6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
と　き　1月19日㈮ 11:00～11:30

  ◆手のひらの会
と　き　1月27日㈯ 11:00～11:30

 4階児童書フロア
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
　ボールを使った手品の実演
と　き　1月28日㈰ 15:00～15:30

  ◆本のたんてい
　絵本や読み物からナゾをとこう！
と　き　開催中～1月28日㈰まで
対　象　小学生まで
 
 4階創作室

  ◆紙でふしぎ？を作ろう
　“パズルと折り紙マジック”をつくる
と　き　1月14日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度

 3階ショーケース

  ◆貴重書庫収蔵資料展示Ⅲ
　今年は、明治改元から150年目とい
うことで、明治時代に書かれた本や出
版物を展示します。
と　き　1月5日㈮～28日㈰
　　　　※期間中2回展示替えあり

平成29年度塩竈市民図書館文芸講演会
平野 啓一郎
「複数の自分を生きる
      ～『個人』から『分人』へ～」
と　き　3月6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。1月19日㈮から図
書館、エスプ、市役所などで配布します
平野 啓一郎（小説家）
1975年愛知県生まれ
1999年、デビュー作「日蝕｣で第120
回芥川賞を史上最年少(当時)で受賞。
2009年、｢決壊｣で第59回芸術選奨文
部科学大臣新人賞を受賞。美術、音楽へ
の造詣も深い。
　近著「私とは何か～『個人』から『分
人』へ～」、「マチネの終わりに」など。

・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

　「一森山小学校」6年生の個性豊かな9人が体験する不思議な物語をオリジナ
ルの歌や踊りをちりばめてお送りします。
と　き　2月17日㈯ 14:00～(開場13:30)、18:00～(開場17:30)
　　　　2月18日㈰ 11:00～(開場10:30)、15:00～(開場14:30)
入場料　前売一般 1,500円 　高校生以下 800円 全席自由
　　　　※当日券はそれぞれ300円増
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)

と　き　3月3日㈯ 16:30～(開場16:00)4日㈰15:30～(開場15:00)
入場料　前売4,000円　当日4,500円
出　演　さとう宗幸、山寺宏一、稲垣潤一、小柴大造
　　　　遊佐未森、小川もこ、島崎信長ほか
チケット取扱い　遊ホール協会

■しおがまファミリーコンサートvol.8
　～ポラーノの広場のうた祭り～みんなで歌おう♪ふるさとのうた

■塩竈夢ミュージカル2017「星の子ども」

■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

　日本の歌をテーマに、懐かしい歌やコミカルな歌をプロのオペラ歌手と一緒
に歌いながら楽しめるコンサートです。ご家族おそろいでお出かけください。
と　き　1月28日㈰ 14:00～(開場13:30)
入場料　前売大人 1,000円  高校生以下 500円
出　演　大浦智弘(指揮とおはなし)　朴令鈴(ピアノ) 　三浦　梓(ソプラノ)　
　　　　高山圭子(アルト)　石福敏伸(テノール)　高橋正典(バリトン)
曲　目　早春賦、夏の思い出、赤とんぼ、雪の降る町を ほか

00)
おがま

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30日㈫～2月2日㈮は休館
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。

塩竈公立図書館
　開館100周年記念
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 創作室

  ふれあい創ingプラバンブローチづくり

と　き　1月23日㈫ 10:30～12:00
対　象　どなたでも10人
申　込　1月9日㈫ 10:00～

  ◆かんたん工作おもしろ創！
　　ミラクルキューブづくり

と　き　1月開館時間中(1月5日～28日)
対　象　どなたでも(材料なくなり次第終了)
  ◆キッズおりつなぎ

と　き　1月20日㈯ 14:00～16:00

 アートギャラリー

  ◆平成29年度第54回観光のしおがま
　  写真コンクール入選作品展

と　き　1月23日㈫～28日㈰

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

 ミーティングルーム
  ◆本のリサイクル市
と　き　2月3日㈯、4日㈰ 10:00～16:00
　　　　※なくなり次第終了
・提供冊数は一人10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

エスプと公民館、公民館本町分室の貸
館申込みは1月5日㈮からです。

 4階視聴覚室
  ◆「図書館さんぽ」 
       ～図書館で初笑い！～
と　き　1月7日㈰ 13:00～14:00
  ◆子ども映画会
と　き　1月13日㈯
「風の神と子供たち」「悪知恵合戦」
(2話で約14分)
①11:00～②14:00～③15:00～
と　き　1月20日㈯
「あとかくしの雪」「カメ ウサギに勝つ」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～③15:00～
  ◆おはなしびっくり箱の
　　「お正月だよ！全員集合！」
と　き　1月28日㈰13:00～13:45
内　容　楽しい落語やお話、かるたとりなど

　 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
と　き　毎週㈬、㈮ 11:00～12:00
　　　　※1月は17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6日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上
話し手　きっと・えすけっと

　  行事・イベント
 ？（はてな）の森
  ◆？（はてな）ワゴン
     ふわふわ凧をつくろう
と　き　1月9日㈫ 14:00～15:00
　　　　※材料が無くなり次第終了
 学習室1
  パッチワークをはじめませんか
   「戌ペア」
と　き　1月17日㈬
　　　　10:30～15:30
材料代　1,000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　西村清子さん(東玉川町)
申　込　1月5日㈮ 10:00～
  大人のあそび時間 アロマソープ作り
と　き　2月10日㈯ 10:30～12:00
対　象　どなたでも20人
材料代　500円
申　込　1月9日㈫ 10:00～
　　　　材料費を添えてエスプ事務室へ
 学習室2
  はじめてみよう さをり織り
と　き　1月12日㈮、13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
申　込　受付中～希望日の前日17:00まで

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

※30日～31日は特
　別整理期間です。

と　き　開催中～1月21日㈰ 10:00～17:00
　　　　※毎週㈪休館ですが8日(月・祝)は開館、翌日9日㈫休館
観覧料　一般500円　大学生・高校生400円　中学生以下無料

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〉杉村豊 当館名誉館長ギャラリートーク
と　き　1月20日㈯ 14:00～15:00　※要観覧料、申込不要
■俳句カフェ

■こども探偵事務所・指令8：特別企画展の作品を調査

展覧会の作品などから五・七・五のことばをひねります。　※要観覧料
と　き　1月13日㈯ 10:00～12:00　講師　渡辺誠一郎さん（俳人）
※ちょっと自信のある方も、初心者の方もお気軽にどうぞ。

■塩竈市杉村惇美術館アーカイブス「PROGRAMS」展
と　き　1月13日㈯ 14:00～15:00　対象　小学生　※参加無料、要申込

今年度に実施したワークショップや定期講座で制作された作品を展示・発表します。
と　き　2月3日㈯～18日㈰ 10:00～17:00　※月曜休館、観覧無料

菅野潤 公開ピアノクリニック2018
＆ミニコンサート

と　き　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)

市民図書館

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
桜菓子姫
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◆印は参加無料。当日直接おいでください
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