
 ◆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
4月8日㈯ (2話で15分)
「鬼の妹」「楽しいボーリング」
4月15日㈯ (2話で15分)
「うばすて山」「悪魔のささやき」　　　
時 間　①11:00～　②14:00～　③15:00～
 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｣
と　き　4月4日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
  ◆おはなし火ようび
と　き　4月11日、18日、25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
と　き　4月21日㈮ 11:00～11:30
  ◆手のひらの会
と　き　4月22日㈯ 11:00～11:30
 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　4月9日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度
 4階児童書フロア
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　4月23日㈰ 15:00～15:30
  ◆子ども読書週間事業「どこどことしょかん」
と　き　4月22日㈯～5月28日㈰
対　象　幼児から小学生まで
 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｣をプレゼントします。
と　き　4月25日㈫　ところ　保健センター
  ◆子ども向け｢読書記録帳｣を作りませんか？
　本の感想を書いてスタンプをもらおう。
記録帳がいっぱいになったら表彰します。
対　象　図書利用券を持っている小学生まで
ところ　図書館4階カウンターで配布

  講演会｢しおがま物語｣
  ～第23章～鹽竈神社と門前町(其の三)
　塩竈の歴史について郷土史家の庄子
洋子さんにお話しいただきます。
と　き　5月12日㈮ 11:00～12:30
ところ　視聴覚室(壱番館4階)
講　師　庄子洋子さん(郷土史家)
申　込　視聴覚センターへ電話で

  障がい者のためのスポーツ教室
と　き　4月14日、28日㈮ 13:30～15:00
ところ　体育館第2競技場
持ち物　運動着、上靴、タオル、飲み物
申　込　前日までに体育館へ電話かフ
ァクスで住所、氏名、参加人数を
  家族みんなでスポーツDAY!!
と　き　4月8日㈯ 9:00～12:00
ところ　体育館第1競技場、第2競技場
参加費　大人250円、小中高生150円
　　　　未就学児無料
持ち物　上靴、飲み物

  一般開放について
開放時間　9:00～21:00（日・祝日9:00～17:00）
休館日　毎週㈫(祝日の場合は翌日)

  トレーニング講習会※上靴持参
1日㈯19:00～　 8日㈯14:00～
15日㈯10:00～  19日㈬19:00～
27日㈭10:00～
  とっても簡単 ボールでエクササイズ
と　き　①4月11日㈫ 10:30～11:45
　　　　②4月22日㈯ 10:30～11:45
ところ　①保健センター　②エスプ
費　用　各600円(当日集金します)
対　象　一般成人　定員　20人程度
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
  ノルディックウォーキングin塩竈
と　き　4月15日㈯ 9:30～11:30
ところ　鹽竈神社周辺
対　象　一般成人　定員　20人程度
参加費　300円(当日集金)
持ち物　運動着、履きなれた靴、タオ
ル、飲み物、ウエストポーチかリュック
サック、ポール(無料貸し出しあり)
申　込　電話かファクスで
※詳しくは要項を確認ください

・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

　誰もが口ずさんだ昭和のヒットパレードをノスタルジック
な演出とともにお楽しみください。
と　き　5月18日㈭ 開場18:00 開演18:30
入場料　前売り1,000円　当日1,500円　※全席自由
出　演　北海道歌旅座、JUNCOほか

　西日本での歌手活動や国際的な支援活動も行う北岡樹さ
んらによる塩竈市の復興を応援するコンサートです。
と　き　6月3日㈯ 開場13:30 開演14:00
入場料　一般1,000円 高校生以下200円 ※全席自由
出　演　北岡樹、斉藤昭彦ほか　

　9月24日公演予定の｢しおがま名曲コンサート6｣で演奏してほしい曲
を募集します。曲のエピソードを添えて、はがきまたはメールで応募ください。
応募先　〒985-0052塩竈市本町1-1　遊ホール協会
　　　　Eメール　yuu-hall@city.shiogama.miyagi.jp

　12バンドが出演。おやじたちの熱い一日が今年も始
まります！
と　き　5月3日(水･祝) 開場12:00 開演13:00

THE塩竈SOUNDPORT CONCERT2017
おやじバンドライブ

昭和のうたコンサート

リクエスト募集！（第1回締切　4月30日）

復興祈念チャリティーコンサート2017
「心の糸・愛の歌を紡いで」
  ～タンゴ・ラテン・シャンソンの午後～

視聴覚センター視聴覚センター

10 ページに体育館、温水プールの
スポーツ教室を掲載してい
ます！

市民図書館市民図書館
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  ◆えんぴつの絵
　額装されたえんぴつ画、掛け軸約15
点を展示します。
と　き　4月18日㈫～23日㈰

  ヤングカレッジ講座 受講生募集中！
 ※全講座共通
対　象　市内在住･在勤の18歳以上
　　　　※高校生は除く
受講料　1講座 1,000円/年(初回に徴        
　　　　収、材料費などは自己負担)
申　込　受付中。公民館事務室へ直接  
　　　　または電話で
※募集は先着順。定員になり次第締切り   
 ヨガ講座
と　き　5月11日～平成30年3月15日の
　　　　  間の㈭19:00～21:00 (全23回)
ところ　エスプ2階ホール
講　師　鈴木由美さん
 ヒップホップダンス講座《短期》　※新規
と　き　5月16日～7月25日
　　　　毎週㈫19:00～21:00(全10回)
ところ　エスプ2階ホール
講　師　鈴木由美さん
 茶道(裏千家)講座
と　き　4月21日～平成30年3月9日
　　　　第1、3㈮19:00～21:00 (全22回)
ところ　公民館和室(東玉川町)
講　師　滝井正巳さん
 クッキング講座
と　き　5月11日～平成30年3月8日
　　　　第2、4㈭19:00～21:00(全21回)
ところ　公民館調理室(東玉川町)
講　師　川口真奈美さん
 お菓子づくり講座《短期》
と　き　5月18日～平成30年2月15日
　　　　第3㈭19:00～21:00 (全10回)
ところ　公民館調理室(東玉川町)
講　師　川口真奈美さん
 フラワーアレンジメント講座《短期》
と　き　5月7日～平成30年2月18日
　　　　原則第3㈰10:00～12:00(全10回)
ところ　公民館第一会議室(東玉川町)
講　師　和田浩子さん
 着物着付け講座《短期》
  (浴衣の着こなし講座4回を含む)
と　き　5月17日～9月20日
　　　　第1、3㈬19:00～21:00(全10回)
ところ　公民館和室（東玉川町）
講　師　岡澤マキ子さん

　 4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
  三角つなぎの小物入れ
と　き　4月12日㈬ 10:30～15:30
対　象　どなたでも　20人(先着順)
材料代　1,500円
持ち物　裁縫道具、昼食
講　師　吉田九重子さん(多賀城市)
申　込　4月2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　4月1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
 キッズスぺース
  春の親子ふれあい遠足
と　き　4月21日㈮ 10:15～13:00
ところ　鹽竈神社
　　　　新幹線総合車両センター(利府町)
対　象　幼児と保護者13組
参加料　一組100円(保険料を含む)
持ち物　昼食、水筒、帽子
企　画　子育て支援ふぉ・ゆ
申　込　4月7日㈮10:00～参加料を
　　　　添えてエスプ事務室へ
  ◆おはなしぱんどらのおはなし会
と　き　4月9日㈰ 11:00～11:30 
対　象　どなたでも

  ◆キッズボランティアおはなし会
と　き　毎週㈬㈮ 11:00～12:00
※21日㈮はお休み、5月5日㈮は開催
話し手　子育て支援ふぉ・ゆ
 エスプホール
  ◆ニュー・スポーツ シャッフルボード
と　き　毎週㈫ 10:10～12:00
対　象　どなたでも　持ち物  運動靴
企　画　塩竈ニュースポーツクラブ

　  行事・イベント
 創作室
  ◆かんたん工作おもしろ創！
    ｢もこもこモンスターをつくろう｣
と　き　4月開館時間中(1日10人)
※材料がなくなり次第終了
  ふれあい創ing
  ｢ビーズのシュシュをつくろう｣
と　き　4月25日㈫ 13:00～14:30
対　象　どなたでも15人
申　込　4月1日㈯ 10:00～23日㈰まで
  はじめてみよう さをり織り
と　き　4月14日㈮、15日㈯、20日㈭、21日㈮
　　　　①14:00～15:00　②15:30～16:30
材料代　500円　定員　各回３人
講　師　大浪幸子さん
　　　　(さをりひろば｢余暇よか｣)代表
申　込　4月1日㈯ 10:00～13日㈭まで
 アートギャラリー
  ◆第4回フォト五人展
　祭り、スナップ、風景などの写真約
50点を展示します。
と　き　4月11日㈫～16日㈰

◆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

Ａコース（金曜日）4月14､28日
伊保石ステーション　 13:40～14:05
藤倉児童館内　　　　 14:15～14:40
杉の入小学校 　　 14:50～16:00  

Ｂコース（木曜日）４月13､27日
芦畔町集会所内       13:45～14:05
東部保育所向い       14:15～14:40
第三小学校内       14:50～16:00

Ｃコース（木曜日）４月20日
清水沢市営住宅内      13:40～14:10
新玉川市営住宅内      14:25～14:40
月見ヶ丘小学校      　14:50～16:00

Ｄコース（金曜日）４月21日
あすなろ内　　　　   13:45～14:00
千賀の台集会所内　   14:10～14:40
第二小学校　　　   　14:50～16:00

走れ！プクちゃん号走れ！プクちゃん号

●5月以降の運行カレンダーは、プクちゃん号と図書館で配布しているほか、ホ
　ームページでもご覧いただけます。
●悪天候の場合は運行を中止することもありますのでご了承ください。
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４月の図書館・エスプ休館日
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生涯学習のとびら生涯学習のとびら
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