
 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　3月10日㈰ 14:00～15:00
内　容　パズルと折り紙メールをつくる
対　象　小学生以上10人程度
 育てて作ろう！
～作ってみよう、ハーブのせっけん～
　図書館で育てているハーブを使っ
た｢ハーブせっけん｣づくりにチャレ
ンジしてみませんか。
と　き　3月24日㈰ 11:00～11:45
対　象　幼児(保護者同伴)、小学生
　　　　10人程度
参加費　無料
申　込　4階カウンターか電話で
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)
参加費　500円　講師 永澤裕子さん
持ち物　文庫本、汚れてもよい服装、
　　　　メガネ(普段使っている方)
申　込　3階カウンターか電話で
ティーンズブックカフェ
　集まれ中高生！お茶やコーヒーを
飲みながら、オススメの本を読んだ
り紹介したり、豆本も作れます。
　今年度の｢マ
イスクールベ
スト本｣で紹介
された本も展
示･紹介してい
ます。
と　き　3月26日㈫ 14:00～
対　象　中学生、高校生、大学生

 4階エレベーターわき

◆「リサイクル市」開催
　保存期間を過ぎた雑誌の一部と本
を、無料で提供します。
と　き　3月9日㈯、10日㈰
　　　　10:00～17:00
＜提供にあたってのお願い＞
①提供冊数は1人15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。

 その他
◆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 3月19日㈫　ところ 保健センター

春休み子ども映画会
「BOSS BABY(ボス・ベイビー)」
(上映時間97分)　　　　　　　　
と　き　3月26日㈫
　　①10:00～(開場9:30)
　　②13:30～(開場13:00)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
※入場無料ですが、整理券が必要です
(３月1日から市役所案内コーナー、
塩釜ガス体育館、エスプ、藤倉児童
館、図書館などで配布します)

・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

視聴覚センター

　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。しおがま文化大使の菅
野潤さんが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9日㈯ 16:00～(開場15:00)　　
入場料　一般2,000円、高校生以下1,000円
　　　　(当日券500円増し)※全席指定
　　　　※チケット完売により、当日券がない場合があります。
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。
※7日、8日は学校や地域を訪問し、アウトリーチコンサートも開催します。

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

遊ホール

市民図書館を利用してみませんか？
　昔の貴重な資料から、日々出版され
る新刊までさまざまな本をそろえて
います。本は図書館で発行できる図書
利用券を利用すれば、だれでも借りる
ことができます。新生活を迎えるこの
機会に活用してみてください。
子ども向け｢読書記録帳｣を作りま
せんか？
　図書館から借りた本の感想や心に残
ったことを書いてスタンプをもらお
う。30冊分のスタンプをもらったら表
彰状と2冊目の記録帳を差し上げます。
対　象　図書利用券を持っている
　　　　小学生のお子さん
※4階カウンターで希望者に配布します

　市民図書館および
ふれあいエスプ塩竈
では、4月1日から図
書館システム更新を
行います。ご不明な点がございまし
たら、お気軽に職員へおたずねくだ
さい。

塩竈市へ転入された方、お子さん
が入学･進学された方へ

㈫

あります

ン
ト

　おはなし会や塩釜文 楽 館で活動
されていた、図書館ボランティアお
はなしびっくり箱の故長谷川ゆき
さんによる家庭文庫活動が本にな
りました。ぜひご覧ください。

『うみべの文庫～絵本がつなぐ物語～』
堀米薫/著　文研出版
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 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

◎3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。
息抜きおしゃべりタイムもあります。
と　き　毎週㈬㈮ 11：00～12：00
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　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
｢タペストリー｣
（127㎝×87㎝）
と　き　3月20日㈬
　　　　10:30～15:30
対　象　どなたでも20人
材料代　8,000円
講　師　西村清子さん(東玉川町)
申　込　3月6日㈬ 10:00～
◆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　3月10日㈰ 13:00～15:00

◎行事・イベント

 エスプホール

◆長井勝一漫画美術館主催事業
　「春よ来い!似顔絵＆大きなスケッチ大会」
　漫画家による似顔絵描き、子ども
も参加できるワークショップです。
と　き　3月17日㈰ 13:00～16:00
対　象　どなたでも
内　容　漫画家による似顔絵描き、子
　どもも参加できるワークショップ
参加漫画家　後藤友香さん、筒井ヒロミ 
　さん、池田ハルさん、小口十四子さん

 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「春のモビールを作ろう！」
と　き　3月23日㈯、24日㈰
対　象　どなたでも1日10人程度
「たたみ工作を体験しょう！」
 ミニチュアのたたみを作りませんか？
と　き　3月23日㈯ 10:30～12:00
対　象　小学生以上10人程度
　　　　（小学生保護者同伴）
講　師　ベルシステムさん
材料費　500円
申　込　3月2日㈯ 10:00～
ふれあい創ing
サイズがちがう紙袋作り！
と　き　3月26日㈫ 10:30～11:30
対　象　どなたでも10人程度
申　込　3月2日㈯ 10:00～

 公民館第1・第2会議室

大人のあそび時間
「ハーバリウムで作る
オリジナル・ボールペン」
と　き　4月20日㈯ 10:00～12:00
対　象　18歳以上25人
材料代　1,000円（申し込み時に）
申　込　3月12日㈫ 10:00～

 アートギャラリー
◆村長を偲び
　絵画と詩を約30点展示します。
と　き　3月12日㈫～24日㈰
◆第6回フォト5人展
と　き　3月26日㈫～30日㈯

◆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
　幼児から小学生向けの映画を上映
します。ご家族でどうぞ。
と　き　3月9日㈯(2話で14分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
「タコほねなし」「ジェリーと金魚」

と　き　3月16日㈯(2話で15分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
「元犬」「ワルツの王様」

◆｢図書館さんぽ｣～さくら～
　あの日あのときの思い出のさくら…
一期一会の風景に会いに来ませんか。
と　き　3月20日㈬
①10:30～12:00 ②13:30～15:30
対　象　どなたでも

◆春休みだ！映画をみよう！
　イソップのおはなしをアニメで楽
しもう！
と　き　3月27日㈬ 11:00～
「北かぜとおひさま」など4話(約36分）

 4階おはなしの部屋

◆おはなしぱんどら
　パネルシアター、エプロンシアタ
ー、てあそび、紙しばい、手作りの大
型紙芝居もあります。
と　き　3月2日㈯ 13:30～14:00

◆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。
と　き　3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
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など。
と　き　3月12日、19日、26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　3月15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　3月23日㈯ 11:00～11:30

 4階児童書フロア

◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　3月24日㈰ 15:00～15:30
内　容　“紙”を使った手品の実演

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

市民図書館
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