
遊ホール

◆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　2月15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　2月23日㈯ 11:00～11:30
◆ひなまつりを楽しもう！
　一緒におひなさまを作りませんか。
と　き　2月17日㈰ 11:00～11:30

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう！
　“トランプ”を使った手品の実演
と　き　2月24日㈰ 15:00～15:30

 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
　“おもちゃと折り紙”をつくる。
と　き　2月3日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度
文庫本をハードカバーにしてみよう!
　お手持ちの文庫本を、布製のハー
ドカバーに貼り替えて、世界に一冊
だけの本に仕立てましょう。
と　き　3月13日㈬ 13:30～16:30
対　象　大人10人(先着順)
講　師　永澤裕子さん 参加費 500円
持ち物　文庫本、汚れてもいい服装、
　必要な方は眼鏡
申　込　2月12日㈫ 10:00～
　　　　3階カウンターまたは電話で

 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　2月19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

　音楽の都で塩に由来する都市名を持つザルツブ
ルクから2人のソリストが来塩。菅野潤さん、若手
音楽家らと共演します。
と　き　3月9日㈯　開場15:00　開演16:00
入場料　前売　一般 2,000円　高校生以下 1,000円
　　　　当日　一般 2,500円　高校生以下 1,500円
　　　　※全席指定
出　演　菅野潤(ピアノ)、ルツ・レスコヴィッツ(ヴァイオリン)、
　　　　 ウヴェ・ヒルト=シュミット(チェロ)、蔡翰平（ピアノ）、
　　　　飯川直美（ヴァイオリン）
演奏曲　モーツァルト「ヴァイオリンソナタ　変ホ長調　KV302」、
　　　　ベートーヴェン「『魔笛』の主題による７つの変奏曲
　　　　変ホ長調　WoO.46」ほか
※有料で、地酒やお寿司もお楽しみいただけます

復興祈念 菅野潤&ザルツブルガーゾリスデン
「第3回しおのまち音楽祭」春を告げるコンサート

　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」

平成30年度
塩竈市民図書館文芸講演会
入場整理券配布終了のお知らせ
　2月19日㈫18:30から遊ホー
ル(壱番館5階)で開催予定の文芸
講演会「沢木耕太郎『作家との遭
遇』」の入場整理券は、好評により
配布を終了いたしました。
　なお、当日満席の場合、入場を
お断りすることがあります。あら
かじめご了承ください。

円
円

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。

円
円

イオリン)、

ート
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 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎2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
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、絵本、紙芝居など。
と　き　2月10日㈰ 11:00～11:30

 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　2月2日㈯、3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
「コースター」
と　き　2月20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　吉田九重子さん(多賀城市)
申　込　2月6日㈬ 10：00～

◎行事・イベント
 
 本の森
◆サットさんのSTORY TIME！
　たのしく英語であそぼう！
と　き　2月17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！
　「毛糸のぐるぐるブレスレットをつくろう」
と　き　2月開館時間中
対　象　どなたでも1日10人まで
　　　　（材料無くなり次第終了）

 学習室1
あそびまショップ「オニはそと～！」
と　き　2月7日㈭ 10:30～11:30
対　象　幼児と保護者15組
申　込　受付中

 エスプホール
「伝承遊びの楽しさを探る」
  ～こま回し～
と　き　2月3日㈰ 13:30～16:00
持ち物　動きやすい服装、上靴
参加費　250円/人(材料費)
申　込　受付中 ※幼児は保護者同伴

 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
◆塩竈市中学校美術合同作品展
　市内中学生の平面、立体美術作品
約130点を展示します。
と　き　2月5日㈫～2月17日㈰
◆ガロ原画展
と　き　2月19日㈫～3月10日㈰

 そのほか
エスプフェイスブッ
クがあります
　イベント情報などは
こちらでチェック！

風の祭典
　～天使からの贈り物～恵子と共に
　母の熱い語りと共に、三味の音、和
太鼓の音が心に響くとき、生きる勇
気と優しさが湧いてくる！
と　き　2月24日㈰14:00～(開場13:30)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
※入場無料ですが、入場にはチラシ
が必要。市役所・壱番館・エスプなど
で配布中です。

第42回公民館まつり
　公民館教室、勤労者カレッジ、社会
教育団体などによる展示や舞台発
表、実演をします。
〈展示の部〉公民館(東玉川町)・エスプ
エスプ会場 3月1日㈮～3日㈰
　10:00～17:00※3日は14:30まで
公民館会場 3月2日㈯～3日㈰
　9:00～17:00※3日は14:00まで
〈舞台の部〉公民館大会議室
と　き　3月2日㈯ 10:00～15:10
　　　　3月3日㈰ 10:00～14:30
〈実演の部〉公民館和室
と　き　3月2日㈯ 10:00～15:00「煎茶」
　　　　3月3日㈰ 10:00～14:00「抹茶」
〈喫茶コーナー〉公民館図書室
と　き　3月2日㈯、3日㈰
　　　　10:00～14:00

◆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　2月9日㈯
「匂いのお返し」「母をたずねて」
（2話で14分）
①11:00～②14:00～③15:00～
対　象　幼児から小学生
と　き　2月16日㈯
「闇を裂く雄叫び」「ごきげんないとこ」
（2話で14分）
①11:00～②14:00～③15:00～
対　象　幼児から小学生

 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　2月5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　2月12日、19日、26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

エ　ス　プ

公　民　館

市民図書館
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