
ーパック」(絵本一冊、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27日㈫
ところ　保健センター

  俳句で歩こう
　塩竈はいくing―塩竈名所めぐり―
と　き　3月28日㈬ 9:50～16:00
ところ　塩竈市内および図書館4階視
　　　　聴覚室※壱番館1階エントラ
　　　　ンス集合
講　師　渡辺誠一郎氏
　　　　(俳人・「小熊座」編集長)
対　象　一般の方20人※先着順
参加費　200円(資料代および傷害保
　　　　険代などとして)
その他　歩きやすい服装、飲み物、筆記
　　　　用具を持参。昼食は各自
申　込　3月2日㈮10:00
　　　　～20日㈫18:00まで
　　　　3階カウンターかお電話で

  春休み子ども映画会
　「怪盗グルーのミニオン大脱走」
と　き　3月28日㈬
　　　　10：00～(開場9:30)
　　　　13：30～(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。整理券は3月1日
　　　　　㈭から、市役所案内コーナ
　　　　　ー・体育館・エスプ・児童館、
　　　　　図書館で配布します

 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　3月11日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度

 4階児童書フロア
  ◆本のおたのしみぶくろ
     －ふくろの中身はなんだろうな?
　おたのしみぶくろの中に3冊の本が!
さまざまなテーマを用意して貸し出しします
と　き　3月1日㈭～30日㈮

  ◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　3月25日㈰ 15:00～15:30
内　容　 “紙”を使った手品

 4階壁面
  ◆永澤秋沙日本画展「遠い日」
　日本画顔料によって制作した作品数
点を展示します
と　き　3月14日㈬～25日㈰

 4階エレベーター脇
  ◆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10日㈯、11日㈰
　　　　10:00～17:00
・提供冊数は1人15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

 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

 ◆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　3月10日㈯(2話で12分)
　　　　①11:00～②14:00～③15:00～
　　　　「天の邪鬼とわらし」
　　　　「おいしいねペネロペ」
と　き　3月17日㈯(2話で12分)
　　　　①11:00～②14:00～③15:00～
　　　　「三つのなぞかけ」
　　　　「ペネロペのおかたづけ」
対　象　幼児から小学生

  ◆春休みだ!映画をみよう!
と　き　3月24日㈯11:40～
　　　　(3話で34分)
　　　　「足長おじさん」ほか2話

 4階おはなしの部屋
  ◆おはなしぱんどら
と　き　3月3日㈯ 11:00～11:30

  ◆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　3月6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
　楽しい絵本と手あそびがいっぱい
と　き　3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　3月24日㈯ 11:00～11:30

  昔話法廷「カチカチ山」裁判
　裁判員となって、カチカチ山のウサ
ギを裁判します
と　き　3月29日㈭ 11:00～12:00
対　象　小学生
申　込　受付中
　　　　電話または4階カウンターで

・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

　誰しも共感できる心の動きを語るシャンソン。
心に響く素晴らしい歌唱力でその魅力をお楽しみ
ください。
と　き　5月12日㈯14:00～(開場13:30）
出　演　水織ゆみ、北岡樹、アリア
　　　　佐藤美由紀(ピアノ)
　　　　河野俊二(パーカッション)
入場料　一般1,500円(全席自由)

視聴覚センター

■復興祈念チャリティーコンサート2018
   「心の糸・愛の歌を紡いで」
    ～シャンソン・タンゴ・ラテンの午後～

市民図書館
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 学習室2
  はじめてみよう さをり織り
と　き　3月9日㈮、10日㈯
　　　　1コマ目 13:30～14:30
　　　　2コマ目 15:00～16:00
対　象　各コマ3人
講　師　大浪幸子さん(さをり広場「余
　　　　暇よか」主宰)
申　込　希望日の前日17:00まで
 ミーティングルーム
  ◆球体人形作品展
　日本人形から洋人形を約30点展示
します。
と　き　3月24日㈯、25日㈰
 アートギャラリー
  ◆第5回塩釜フォト5人展
と　き　3月27日㈫～4月1日㈰
　　　　（最終日は16:00まで）

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

  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
公民館会場　3月3日㈯～４日㈰
　　9:00～17:00(4日は14:00まで)
エスプ会場　3月2日㈮～４日㈰
　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「茶」
　　　　3月4日㈰ 10:00～14:00「抹茶」
〈喫茶コーナー〉公民館図書館
と　き　3月3日㈯、4日㈰ 10:30～14:30

　 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
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3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
   「ミニ着物（色紙付）」

と　き　3月14日㈬
　　　　10:30～15:30
定　員　20人
材料代　1,000円
講　師　西村清子さん(東玉川町)
申　込　3月1日㈭10:00～エスプへ

　　行事・イベント

 創作室

  ◆かんたん工作おもしろ創!
    「香りのねずみたまごをつくろう」
と　き　3月開館時間中
対　象　どなたでも1日10人程度
  ふれあい創ing
   「砂絵にふれてみよう」

と　き　3月16日㈮ 10:30～12:00
対　象　どなたでも10人程度
申　込　3月1日㈭ 10:00～
  myせんたくばさみをつくろう
と　き　3月24日㈯ 10:00～
材料代　100円　※申込不要
講　師　角谷良子さん（新富町）
  クラフトバンドでランドセルをつくろう
　手のひらサイズのランドセルをつくります
と　き　3月25日㈰ 10:30～12:00
定　員　小学生以上15人
材料代　300円
講　師　角田啓子さん(清水沢)
申　込　3月1日㈭ 10:00～

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

　「花」の書、「夢」の書と、宮澤賢治「注文の多い料理店・序」による書の風景。
と　き　開催中～3月4日㈰ 10:00～17:00(最終日16:00まで)
ところ　市民ギャラリー1・2
　　　　※入場無料

塩竈市杉村惇美術館
■斉藤文春書展
　－オマージュ・青木喜山&宮澤賢治

■たんぽぽこども造形教室 10th anniv.作品展

〈作家ギャラリートーク〉
と　き　3月3日㈯ 14:00～15:00

■歴史的建造物探訪 講演会「代官所から公民館までの歴史」

と　き　3月21日(水・祝)～4月1日㈰10:00～17:00(最終日16:00まで)
ところ　市民ギャラリー1
　　　　※入場無料

　さかのぼること江戸時代には、当館の場所に代官所がありました。明治時代には
塩竈小学校、昭和25年には、塩竈市公民館が開館しています。本講演会では、郷土
史家・庄子洋子さんをお迎えし、その
歴史についてお話しいただきます。
と　き　3月24日㈯ 11:00～12:00
ところ　講習室1・2
参加費　200円(常設展観覧を含む)
定　員　50人 ※要申込

■前原猛写真展「THIS IS A PORTRAIT 1993-1998」
　数々の音楽雑誌で撮り下ろした海外アーティストたちのポートレート写真約
40点を展示。
と　き　3月21日(水・祝)～3月25日㈰10:00～17:00
ところ　市民ギャラリー2
　　　　※入場無料

桜菓子姫

公　民　館
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