
  消しゴムはんこで蔵書票をつくろう！
と　き　3月10日㈯ 13:30～16:00
定　員　大人8人(先着順)
講　師　あるがあくさん(版画家)
申　込　2月27日㈫10:00～、電話か直
　　　　接3階図書館カウンターまで
材料費　500円
持ち物　作りたいモチーフ（ある方）

  はじめてのタブレット講座
　タブレット端末に興味のある方や触
ってみたい方など初心者でも分かりや
すく学べる講座です。(アンドロイド使
用)※受講料無料
と　き　2月22日日㈭
①10:00～12:30、②13:30～16:00
講　師　仙台シニアネットクラブ
申　込　2月5日㈪ 8:30～電話にて

  ◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせや紙芝居など
と　き　2月13日、20日、27日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児と保護者
  ◆おはなしびっくり箱のちっちゃな
     絵本の部屋
　きれいで楽しい絵本を紹介します。
と　き　2月16日㈮ 11:00～11:30
  ◆手のひらの会
　はじまるよ！たのしい紙芝居
と　き　2月24日㈯ 11:00～11:30
  ◆ひなまつりを楽しもう！
　おひなさまに変身しませんか
と　き　2月20日㈫ 11:30～12:00
対　象　親子
 4階児童書フロア
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　2月25日㈰ 15:00～15:30
内　容　“ボール”を使った手品
 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　2月4日㈰ 14:00～15:00
内　容　おもちゃと折り紙をつくる
対　象　小学生以上10人程度
  ◆｢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20日㈫
ところ　保健センター

  第3回アンデスの風～カルパンディーナ～
と　き　2月25日㈰ 14:00～(13:30開場)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
※入場無料（要チラシ。チラシは市役
所、壱番館、エスプ、公民館などで配
布しています。） 
  第41回公民館まつり
　公民館教室、ヤングカレッジ、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
と　き　3月2日㈮～4日㈰
公民館会場　9:00～17:00
　　　　　　(4日は14:00まで)
エスプ会場　10:00～17:00
　　　　　　(4日は14:30まで)
<舞台の部>公民館大会議室
と　き　3月3日㈯ 10:00～15:00
　　　　3月4日㈰ 10:00～14:30
<実演の部>公民館和室
と　き　3月3日㈯ 10:00～15:00｢煎茶｣
　　　　3月4日㈰ 10:00～14:00｢抹茶｣
<喫茶コーナー>公民館図書室
と　き　3月3日㈯、4日㈰
　　　　10:30～14:30

 ◆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｣
  ～ワクワクドキドキどうぶつの赤ちゃん～
と　き　2月3日㈯ 13:30～15:30
対　象　どなたでも
  ◆子ども映画会
と　き  2月10日㈯(2話で14分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
｢こおった声｣｢手品師ペッカー｣
と　き  2月17日㈯(2話で12分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
｢おじいちゃんのおたんじょうび｣｢漆の兄弟｣
対　象　幼児から小学生
  CDコンサート
　3.11の追悼に祈りを込めてベルリオ
ーズの大作、レクイエム(鎮魂ミサ曲)を
中心にお届けします。
と　き　2月24日㈯ 14:00～16:30
定　員　20人(大人のみ)
申　込　2月23日㈮までに、電話か直
　　　　接3階図書館カウンターまで
 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｣
　絵本の読み聞かせとふれあいあそび
と　き　2月6日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

・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。
と　き　①2月17日㈯ 14:00～(開場13:30)／18:00～(開場17:30)
　　　　②2月18日㈰ 11:00～(開場10:30)／15:00～(開場14:30)
入場料　前売り一般1,500円、高校生以下800円(当日はそれぞれ300円増し)

と　き　3月3日㈯ 16:30～(開場16:00)、4日㈰15:30～(開場15:00)
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
入場料　前売り4,000円、当日4,500円 　チケット取扱い　遊ホール協会　

【お知らせ】月曜日も開館しています
　利用者サービス向上のため試行的に月曜日も開館していますので、利用くだ
さい。月曜日は当面、9:00～17:00までの利用になります。

視聴覚センター

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

塩竈公立図書館開館100周年記念
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㈫18:30～(開場18:00)
ところ　遊ホール
※入場無料。入場整理券を図書館、エス 
　プ、市役所などで配布しています。

市民図書館

公　民　館

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)の23歳で
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。

ひら の  けい いちろう

(開場17:30)
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  ふれあい創ing
  ｢紙版画をやってみましょう｣
と　き　2月14日㈬ 10:30～12:00
対　象　どなたでも10人
持ち物　版画にするデザイン画、汚れてもよい服装
申　込　2月3日㈯ 10:00～
  たたみ工作を体験しよう
と　き　2月24日㈯ 10:30～12:00
対　象　小学3年生～中学2年生15人
材料代　100円  
講　師　㈱ベルシステムさん
申　込　2月3日㈯10:00～
 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6日㈫～18日㈰
  ◆地域学校協働活動推進事業
     KU-MA｢宇宙の学校｣＆おやこdeキッチン
     ～発表レポート･観察日記の展示～
と　き　2月3日㈯～27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

　 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
と　き　2月4日㈰ 11:00～11:30
内　容　パネルシアターや紙芝居など
 学習室1
  パッチワークを
  はじめませんか
  ｢幸せを呼ぶ
  ふくろうペア」
と　き　2月21日㈬　　　
　　　　10:30～15:30
対　象　先着20人  材料代　1,000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3日㈯ 10:00～
 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3日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上どなたでも
話し手　きっと･えすけっと　

     行事・イベント
 エスプホール
  ◆ハートフルコンサートIN塩竈
　劇団四季ライオンキング初代打楽器
演奏者BBモフランさんをお迎えした
参加型コンサートです。
と　き　2月18日㈰ 14:00～15:00（開場13:30）
対　象　どなたでも(運動できる服装)
内　容　歌、楽器演奏、ダンス
講　師　NPOムジカトゥッティ
　　　　理事長 たたら康恵さん
 創作室
  竹とんぼをつくろう
と　き　2月4日㈰ 10:00～12:00
対　象　どなたでも16人
材料費　100円　講師　千葉幸一さん
申　込　受付中  
  ◆かんたん工作おもしろ創！
     ポンポン雪だるまを作ろう
と　き　2月開館時間中
対　象　どなたでも（1日10人）
※材料なくなり次第終了

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

※１日～２日は特
　別整理期間で、休
　館です。

　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。※入場無料
と　き　2月3日㈯～2月18日㈰ 10:00～17:00

塩竈市杉村惇美術館
塩竈市杉村惇美術展アーカイブスPROGRAMS展

【貸館･演劇】川上未映子×マームとジプシー みえるわ

【貸館･ライブ】四家卯大チェロ・ソロコンサートin塩竈

【市民ギャラリー展示】今野深泉 傘寿展 併催 社中選抜展

【市民ギャラリー展示】斉藤文春展－オマージュ･青木喜山＆宮澤賢治

と　き　2月6日㈫ 19:00～　料金　予約：3,500円/当日：4,000円
予　約　http://mum-gypsy.com/

シニアのための美術展プログラム
楽しいお絵かきワークショップ「色鉛筆茶会」

と　き　2月12日(月･祝) 15:00～16:10(14:30開場)
料　金　予約：3,000円(一般)、1,500円(中高生)
　　　　当日：3,500円(一般)、2,000円(中高生)
予　約　boabom@udai66.com(氏名、人数、電話番号、メールアドレスを明記)

　色鉛筆画家の佐藤直樹さんをお迎えし、色鉛筆画の魅力や描き方
のイロハを教わりながら小さな作品を描いてみます。※要予約
と　き　2月17日㈯ 10:00～※2時間程度
対　象　おおむね60歳以上の方　　定員　15人(先着順)
参加費　観覧料(一般の方200円)※材料はあります

と　き　2月20日㈫～24日㈯ 10:00～17:00
　　　　(初日13:00から、最終日13:00まで)※入場無料

　｢花｣の書と｢夢｣の書、宮澤賢治｢注文の多い料理店･序｣による書の風景。
と　き　2月27日㈫～3月4日㈰ 10:00～17:00(最終日16:00まで)
※ギャラリートークは3月3日㈯ 14:00～15:00※入場無料

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
桜菓子姫

長井勝一漫画美術館主催事業
●｢逆柱いみり｣原画展
と　き　2月20日㈫～3月4日㈰
ところ　アートギャラリー
●｢逆柱いみり＆弾き語りミニライブ｣トークショー
と　き　2月25日㈰ 14:00～15:30
ところ　エスプホール　
定　員　100人(先着順)
※月刊漫画ガロでデビュー、バンドでも
活動している。海外からも注目を集めて
いる漫画家、イラストレーター。
申　込　2月3日㈯～電話またはエス
プ事務室へ①住所②氏名③希望人数
(2人まで)④電話番号
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