
  ノルディックウォーキング講習会
と　き　3月19日㈰ 9:30～11:30
ところ　伊保石公園　定員　10人
対　象　初心者(経験者可)
参加費　300円(保険代ほか)※当日徴収
申　込　前日申込用紙に記入の上、体育館
　　　　   窓口またはファクス、電話で

  一般開放について
開放時間　9:00～21:00（日･祝9:00～17:00）
休館日　毎週㈫(祝日の場合は翌日)
※保守点検のため2月14日㈫まで休館
  四季のイベント｢ひな祭り｣
　好きな色をいっぱい塗って、おひな
さまのぬり絵を完成させよう!
と　き　2月15日㈭～3月3日㈮
参加費　無料　　定員　なし

 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　2月12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21日㈫　ところ　保健センター

  デジカメ＆はがき作成講座
　3日間でデジタル写真の取り込みや
編集加工を学び、オリジナルのはがき
を作成します。
と　き　2月21日㈫～23日㈭
　　　　10:00～13:00
　　　　※3日間連続講座
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　2月6日㈪～電話にて
　　　　※定員になり次第締め切り

  トレーニング講習会
4日㈯ 14:00～　 10日㈮ 10:00～ 
18日㈯ 19:00～22日㈬ 19:00～ 
25日㈯ 10:00～ ※上靴持参
  障がい者のためのスポーツ教室
と　き　2月10日、24日㈮ 13:30～15:00
ところ　第二競技場
種　目　卓球バレー、カローリング、釣
　　　　りっ子、ストラックアウトなど
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに住所、氏名、参加人
　　　　数を電話かファクスで
  スポーツ講習会｢体幹トレーニング｣
　実技を通して体幹トレーニングの重要
性について学びます。
と　き　2月25日㈯ 17:00～18:30
ところ　第二競技場　
参加費　高校生以上500円（当日徴収）
※親子で参加の場合、小・中学生無料
持ち物　筆記用具、上靴
定　員　150人程度
　　　　※定員になり次第締め切り
講　師　仁接骨院 院長 柴田匡一郎氏
申　込　申込用紙に記入の上、ファク
　　　　スか直接体育館に

  とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　2月24日㈮ 10:00～11:15
ところ　2階研修室　参加費　300円　
定　員　15人程度(一般成人)
申　込　前日までに電話かファクスで
  トレーニング講座
と　き　2月13日～3月27日㈪
　　　　10:00～11:30(全6回)
ところ　2階研修室　
定　員　10人程度(一般成人)
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
参加費　2,000円
申　込　2月12日㈰までに申込用紙に
　　　　記入の上、参加費を添え体育
　　　　館窓口まで
  とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　①2月18日㈯ 10:00～11:15
　　　　②2月28日㈫ 10:30～11:45
ところ　①ふれあいエスプ塩竈
　　　　②保健センター
参加費　各600円　
定　員　20人程度(一般成人)
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに電話かファクスで

・公 民 館　　           ☎365-3341
                                                   FAX365-3342
・塩釜ガス体育館　　 ☎362-1010
　  　　　　　　　　　   FAX362-1099
・ユープル　 　　　   ☎363-4501
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX366-0281
 　　　　　　　

・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

塩釜ガス体育館塩釜ガス体育館

ユープル(温水プール)ユープル(温水プール)

遊ホール遊ホール

　戦後70年、塩竈に生まれ、生きる人たち。過去から現在、そし
て未来へとつなぐ記憶と思いを伝える物語。
と　き　①2月11日(土・祝)
　　　　　開場13:30 開演14:00／開場17:30 開演18:00
　　　　②2月12日㈰　開場10:30 開演11:00／開場14:30 開演15:00
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)

　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
のソリストが来塩し、菅野潤さん、若手音楽家らと共演します。
　｢しおのまち｣の交流を機に、クラシックを楽しみませんか。
と　き　3月4日㈯　開場15:30 開演16:00
入場料　前売り一般2,000円　当日2,500円 全席自由
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)、石丸友貴(ピアノ)、小山あずさ(ヴァイオリン/ヴィオラ)
演奏曲　バッハ｢シャコンヌニ短調　BMV1004｣、モーツァルト｢ヴァイオリン
　　　　ソナタト長調KV379｣ほか

塩竈夢ミュージカル｢ふらここの夢｣

復興祈念 菅野潤＆ザルツブルガーゾリステン
｢第2回しおのまち音楽祭｣
春を告げるコンサート

視聴覚センター視聴覚センター

※そのほかの教室も開催しています
ので、ホームページを見ていただ
くか、直接問い合わせください

開演15:00

人
。
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  CDコンサート
　大人のためのクラシックCDコンサー
トです。今回は、レスピーギとストラヴィ
ンスキーの作品を中心にお届けします。
と　き　2月26日㈰ 14:00～16:30
対　象　大人のみ20人
申　込　2月24日㈮までに、電話か直 
　　　　接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7日㈫11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
  ◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせや紙芝居など
と　き　2月14日、21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17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25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21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26日㈰ 15:00～15:30
内　容　“ボール”を使った手品

　 2月のボランティア自主事業
 学習室1
  パッチワークを
  はじめませんか 
  ｢多目的たんぽぽ
   ポーチ」
と　き　2月15日㈬　　　
　　　　10:30～15:30
対　象　先着20人  材料代　2,000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4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4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　
 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12日㈰ 11:00～11:30
内　容　パネルシアターや紙芝居など

     行事・イベント
 創作室
  ふれあい創ing
　｢コラージュペン立てをつくろう｣
と　き　2月22日㈬ 13:00～14:30
対　象　どなたでも15人
申　込　2月4日㈯～22日㈬
  ◆かんたん工作おもしろ創！
    「音が出る楽器をつくろう」
と　き　2月中開館時間内
対　象　どなたでも
　　　　※材料なくなり次第終了

？(はてな)の森
  ◆？(はてな)ワゴン　
     「静電気であそぼう」
と　き　2月25日㈯ 14:00～14:30
対　象　どなたでも15人程度
 ミーティングルーム
  ◆本のリサイクル市
と　き　2月4日㈯、5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
 アートギャラリー （入場無料）
  ◆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7日㈫～19日㈰

  第40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3日㈮～5日㈰
　　　　（公民館は４日、５日）
公民館会場　9:00～17:00
　　　　　　(5日は14:00まで)
エスプ会場　10:00～17:00
　　　　　　(5日は14:30まで)
<舞台の部>公民館大会議室
と　き　3月4日㈯ 10:00～15:00
　　　　3月5日㈰ 10:00～14:30
<実演の部>公民館和室
と　き　3月4日㈯ 10:00～15:00｢煎茶｣
　　　　3月5日㈰ 10:00～14:00｢抹茶｣
<喫茶コーナー>公民館図書室
と　き　3月4日㈯、5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
  ◆子ども映画会
と　き  2月18日㈯
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
｢ミッキーの害虫退治｣
｢わらしべ長者｣（2話で16分）
対　象　幼児から小学生
  ◆「図書館さんぽ」
　大きなスクリーンで“ねこ島”の猫
たちに会いに行こう！(DVD上映)
と　き　2月4日㈯ 10:40～12:00
対　象　どなたでも

◆印は参加無料。当日直接おいでください

公  民  館公  民  館

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  プエ  ス  プ

桜菓子姫

市民図書館市民図書館
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生涯学習のとびら生涯学習のとびら

　漫画家による似顔絵描きなど漫
画に関する楽しいイベントです。
と　き　3月12日㈰ 13:00～16:00
ところ　エスプホール

長井勝一漫画美術館主催事業
ガロ･アックス祭

平成28年度塩竈市民図書館文芸講演会
村山　由佳
  『別れが教えてくれること』
と　き　
　3月8日㈬
　開場18:00
　開演18:30
ところ　遊ホール

　1964年東京都生まれ
　1993年、｢天使の卵(エンジェル
ス･エッグ)｣で第6回小説すばる新
人賞を受賞。
　2003年、｢星々の舟｣で第129回
直木賞を受賞。文筆活動のほか、ラ
ジオパーソナリティなど多方面で
活躍中。

村山　由佳（作家）
むらやま　　 ゆ   か

※入場無料。入場整理券を図書館、エ
スプ、市役所などで配布中です。

てくくれるれることこと』』

ル
場整理券を図書館、エ
どで配布中です。

※1～ 3日は特別整理期間です
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