
 ◆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
5月13日㈯ (2話で15分)
「水の神の文使い」「命の恩人」
5月20日㈯ (2話で15分)
「運のよいにわか侍」「お掃除はこうするの」
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　5月2日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

  ◆「やってみよう！かるたとり」
と　き　5月5日（金・祝） 11:00～11:30
対　象　小学生 

  ◆おはなし　ぱんどら
　パネルシアターやエプロンシアター、紙
しばい、手作りの大型紙芝居もあります。
と　き　5月6日㈯ 13:30～14:00

  ◆おはなし火ようび
と　き　5月9日、16日、23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　5月19日㈮ 11:00～11:30

  ◆手のひらの会
と　き　5月27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　5月28日㈰ 15:00～15:30

 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　5月7日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上10人程度

  ◆子ども読書週間事業「どこどことしょかん」
と　き　5月28日㈰まで
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　5月30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

  パソコン入門講座（Windows10）
　パソコンの基礎操作をわかりやすく
学べる講座です。 　
と　き　6月27日㈫～29㈭ 10:00～13:00
　　　　(３日間連続講座)
ところ　視聴覚室（壱番館４階）
受講料　1,000円（テキスト代）
申　込　5月22日㈪から視聴覚室へ電話で

※塩釜ガス体育館、ユープル(温水プール)
　の日程は14ページに掲載しています　

  講演会｢しおがま物語｣
   ～第22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)
申　込　視聴覚センターへ電話で

・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

と　き　5月3日(水･祝) 開場12:00　開演13:00
入場料　1,000円

　図書館、エスプは特別整理期間のため5月30日㈫～6月2日㈮まで休館しま
す。5月29日㈪は月曜休館です。
※本・雑誌の返却は返却ポストを利用ください。ビデオやCDなどのAV資料は、
　壊れる恐れがありますので、開館日にカウンターへお返しください

と　き　5月18日㈭ 開場18:00　開演18:30
出　演　北海道歌旅座、JUNCOほか
入場料　前売り 1,000円　当日 1,500円 ※全席自由

THE塩竈SOUNDPORT CONCERT2017
おやじバンドライブ

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　

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～

　第40回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞した話題作。企画者で
塩竈市出身のアニメプロデューサー丸山正雄さんをお迎えして、上映会を行います。
　戦時下をつつましく生きてきた人たちを描き、日常のありが
たさに気づかされる、ぜひ大人に見ていただきたい作品です。
と　き　6月25日㈰　①10:30～②15:00～
入場料　前売一般1,000円　当日1,200円
　　　　高校生以下800円　当日1,000円
声の出演　のん、細谷佳正　ほか

映画「この世界の片隅に」塩竈市上映会

　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
プレイガイド（共通）　松尾カメラ、メロディーズ、フジサキスポーツ、ミュージッ
クスタジオ　キューブ、美容室マサヒコ、喫茶ノンノン、しおがま・まちの駅、ヤマ
ザキショップ塩釜すずきや店、遊ホール協会（壱番館４Ｆ）

リクエスト募集！（第2回締切　5月31日）

昭和のうたコンサート

視聴覚センター市民図書館

特別整理期間のため休館

由
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 ミーティングルーム
  ◆本のリサイクル市
　保存期限が過ぎた雑誌を市民の皆さ
んに提供します。※なくなり次第終了
と　き　6月3日㈯、4日㈰ 10：00～16：00
　

  ヤングカレッジ講座 受講生募集中！
 ヨガ講座
と　き　5月11日～平成30年3月15日の
　　　　 毎月㈭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》　
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
 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)

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

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
 スマートフォン《短期》
と　き　①6月14日、21日㈬（アイフォン）
　　　　②7月19日、26日㈬（アンドロイド）
　　　　10：30～12:00(１講座2回)
ところ　公民館 第１会議室(東玉川町)
定　員　各５人
講　師　門馬　愛さん(スマホアドバイザー)
 天文学《短期》
と　き　7月29日㈯ 19:00～21:00
定　員　10人
ところ　公民館 第１会議室（東玉川町）
講　師　仲　千春さん(仙台市天文台職員)
 音楽《短期》
　クラシック音楽のお話しとチェロの生演奏
と　き　9月19日㈫ 13:00～15:00
ところ　エスプホール
定　員　20人
講　師　三浦優葉さん(チェリスト)
 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)
※スマホ講座、天文学講座、音楽講座は無料
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。定員になり次第締め切り

　 5月のボランティア自主事業
 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　5月6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
  ◆「キッズボランティアおはなし会」
と　き　毎週㈬・㈮ 11：00～12：00
話し手　子育て支援　ふぉ・ゆ

 学習室１
  パッチワークをはじめませんか
  かぶと色紙(台付き)
と　き　5月10日㈬ 10:30～15:30
定　員　20人（どなたでも）
材料代　1,000円
講　師　西村清子さん（東玉川町）
申　込　5月2日㈫ 10:00～

　 行事・イベント

 創作室
  ◆かんたん工作おもしろ創！
     たまごパックゲームをつくろう
と　き　5月開館時間中
対　象　どなたでも(1日10人)

  ふれあい創ing
  ステンドグラスきり絵をつくろう
と　き　5月16日㈫ 10:30～12:00
定　員　10人
申　込　5月2日㈫ 10:00～14日㈰まで

 学習室１
  はじめてみよう　さをり織り
と　き　5月5日（金・祝）、6日㈯、19日㈮、20日㈯
　　　　①14:00～15:00　②15:30～16:30
材料代　500円
講　師　大浪幸子さん
　　　（さをりひろば「余暇よか」）代表
申　込　5月2日㈫ 10:00～
　　　　（開催日の前日17:00まで）

 学習室2
  クイズかるたをつくろう！
と　き　5月27日㈯、28日㈰※28日は午前のみ
　　　　10:30～12:00　14:00～15:30
対　象　小学生46人
申　込　5月2日㈫ 10:00～

 エスプホール
  クイズかるたであそぼう！
と　き　6月3日㈯ 14:30～15:00(13:45集合)
対　象　小学生
申　込　5月2日㈫ 10:00～

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

公　民　館

桜菓子姫

生涯学習のとびら生涯学習のとびら 5/30 ㈫～ 6/2 ㈮
は特別整理期間

◆展覧会「なつかしい昭和の写真展」（～6月25日㈰まで）
観覧料　一般200円、高校生100円　※常設展込　中学生以下無料、団体割引あり

◆映画と珈琲とデッサン会　※要申込
　コーヒーを味わいながら映画をテーマに描くデッサン会
と　き　5月20日㈯ 14:00～16:00
参加費　2,000円（コーヒー・菓子付）　※高校生以下1,000円

◆昭和を歌う　うたごえ喫茶 　※要申込
と　き　5月27日㈯ 14:00～16:00　　参加費　1,500円（茶菓子付）

◆想い出おしゃべり会
　展覧会写真提供者の一人、佐々木昇悦さんが撮影した昔の塩竈の写真をもとに
塩竈の記憶を語り合います。
と　き　5月31日㈬ 14:00～16:00　
参加費　一般200円　高校生100円　※常設展込　中学生以下無料　

New

塩竈市杉村惇美術館
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