
  講演会｢しおがま物語｣
～第24章塩竈街道と東(あずま)海道～
　塩竈の歴史について郷土史家の庄子
洋子さんにお話していただきます。
と　き　5月11日㈮ 11:00～12:00
申　込　電話にて

  ◆子ども向け｢読書記録帳｣を
     つくりませんか？
　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冊で記録帳がいっぱいになった
ら表彰状を館内に掲示し、2冊目を差
し上げます。
対　象　図書利用券を持っている
　　　　小学生までの子ども　　
※図書館4階カウンターで配布します。

 ◆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　4月14日㈯(2話で15分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
｢大江山の鬼退治｣｢春はいたずらもの｣
と　き  4月21日㈯(2話で15分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
｢小僧とネコの絵｣｢バラ色の人生｣
 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　4月10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　4月3日、17日、24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
　楽しい絵本と手遊びがいっぱい。
と　き　4月20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　4月28日㈯11:00～11:30
 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　4月8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
 4階児童書フロア
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　4月22日㈰ 15:00～15:30
内　容　“リング”を使った手品
  ◆子ども読書週間事業
　  「どこどことしょかん」
　図書館の利用方法や本探しをゲーム
しながら体験します。
と　き　4月21日㈯～5月27日㈰
対　象　幼児～小学生
 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　4月24日㈫  ところ  保健センター

・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

　おやじたちによる約5時間の熱いライブ。ジャンルもロッ
ク、フォーク、ブルースなどさまざまです。好きなバンドを探
しながらゆっくりお楽しみください。
と　き　5月3日(木･祝)開場12:00 開演13:00　入場料　1,000円

　｢しおがま名曲コンサート7｣(9月23日公演予定)では、リクエスト曲をオーケ
ストラ生演奏します。曲にまつわるエピソードを添え、はがきまたはメールでご
応募ください。(第1回締切4月30日)
リクエスト応募先　〒985-0052塩竈市本町1-1遊ホール協会
　　　　　　　　　メール yuu-hall@city.shiogama.miyagi.jp

　心に響く素晴らしい歌唱力をお楽しみください。
と　き　5月12日㈯　開場13:30 開演14:00
入場料　一般1,500円(全席自由)
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)

視聴覚センター

THE塩竈SOUNDPORT CONCERT2018
おやじバンドライブ

あなたの好きな名曲を生演奏で！

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

Ａコース（木曜日）4月12日、26日
芦畔町集会所内　       13:45～14:05
東部保育所向かい　　 14:15～14:40
第三小学校　             14:50～16:00  

Ｂコース（金曜日）４月13日、27日
ウジエスーパー塩釜店       13:40～14:05
藤倉児童館内       14:15～14:40
杉の入小学校　       14:50～16:00

Ｃコース（木曜日）４月19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20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。なお、悪天候の場合は中止することもありま
すので、ご了承ください。

円
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 創作室
  ◆かんたん工作おもしろ創！
     おりがみであそぼう
と　き　4月開館時間中(1日10人程度)
※材料なくなり次第終了
  ◆はっぱのしおりをつくろう
　こども読書の日に向けて葉脈のし
おりをつくりませんか。
と　き　4月14日～21日開館時間中
定　員　1日20人程度
 ？(はてな)の森
  ◆？の展示｢エスプどうぶつえん｣
　小さな動物たちのオブジェを展示します。
と　き　4月開館時間中
  

  勤労者カレッジ講座受講生募集中！
　人々が学習を通して互いの交流を
図り、自己啓発や連帯意識を高め、豊
かな社会生活を送るための講座です。
※全講座共通
対　象　市内在住･在勤の18歳以上
　　　　の方(高校生を除く)
受講料　1,000円/年額(初回に徴収、
　　　　材料費などは自己負担)
申　込　受付中。詳しくは公民館まで
※募集は先着順。定員になり次第締切
①ヨガ講座
と　き　5月17日～平成31年3月

毎月㈭19:30～21:00(計22回)
ところ　エスプ2階ホール
講　師　鈴木由美さん

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

②ヒップホップダンス講座(短期)
と　き　5月15日～7月毎月㈫
　　　　19:00～21:00(計10回)
ところ　エスプ2階ホール
講　師　鈴木由美さん
③クッキング講座
と　き　5月10日～平成31年3月
　　第2、4㈭19:00～21:00(計21回)
ところ　公民館調理室
講　師　川口真奈美さん
④茶道(裏千家)講座
と　き　4月27日～平成31年3月
　　第1、3㈮19:00～21:00(計22回)
ところ　公民館和室
講　師　滝井正巳さん
⑤お菓子づくり講座(短期)
と　き　5月17日～平成31年2月
　　　第3㈭19:00～21:00(計10回)
ところ　公民館調理室
講　師　川口真奈美さん
⑥フラワーアレンジメント講座(短期)
と　き　5月20日～平成31年2月
　　　第3㈰10:00～12:00(計10回)
ところ　公民館第一会議室
講　師　和田浩子さん
⑦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16日～10月
　　第1、3㈬19:00～21:00(計12回)
ところ　公民館和室
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
  ｢バラの花
  (花びん付)」
と　き　4月18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　
講　師　吉田九重子さん(多賀城市)
申　込　4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　4月7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
※20日㈮お休み、5月5日㈯開催
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　4月8日㈰ 11:00～11:30
内　容　パネルシアターや紙芝居など
  春の親子ふれあい遠足
と　き　4月20日㈮ 10:15～13:30
ところ　鹽竈神社ほか
対　象　幼児と保護者13組
参加料　1組100円(保険料含む)
持ち物　昼食、水筒、帽子  
申　込　4月6日㈮ 10:00～エスプ事
　　　　務室へ参加料を添えて直接。
 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
持ち物　運動靴

    行事・イベント
 1階駐車場･学習室1
  ◆講談社「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」
     がやってきま～す
と　き　5月13日㈰
10:30～11:00キャラバンカー見学
11:05～ おはなし会 

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

　杉村画伯が手掛けた、鹽竈神社花まつりをはじめとしたポスター(複製)を展示
する小さな企画展。重厚な油彩画とはまた一味違った、明るく優しい色彩をお楽
しみください。※観覧無料、月曜休館
と　き　4月3日㈫～4月15日㈰ 10:00～17:00(最終日は15:00まで)

塩竈市杉村惇美術館
杉村惇ポスター展

フライデーナイトミュージアム～花灯り～

はじめての墨画5人展

　桜を愛でながら和菓子を味わう春の夜。和菓子と美術鑑賞をお楽しみください。
と　き　4月13日㈮ 17:30～19:30　※和菓子と常設展観覧は別途有料　

　墨画家･一関恵美さんを講師とする定期講座｢はじめての墨画｣の受講生による、
墨色の美しさや深みを表現した作品展。　※観覧無料、月曜休館
と　き　4月18日㈬～29日㈰ 10:00～17:00(最終日は15:00まで)

乾漆鹽竈桜ブローチワークショップ
　さまざまな形状にカットされた乾漆ピースを組み合
わせてブローチを作ります。
と　き　4月14日㈯ 11:00～、14:00～　
定　員　各回10人　参加費 1,500円(材料費･展示観覧料含む)　申込　電話にて
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