
◆こども映画会
と　き　6月9日㈯(2話で15分)
①11:00～②14:00～③15:00～
「えびのお伊勢参り」
「ネズミ取り必勝法」
と　き　6月16日㈯(2話で14分)
「なんの病」「ジェリーの日記」
対　象　幼児から小学生
コミュニケーション講座
―心と頭をリフレッシュ!!―
と　き　6月23日㈯ 13:30～15:00
対　象　大人20人(先着順)
講　師　カウンセリングセンター
申　込　6月5日㈫10:00～3階カウ 
　ンターへ直接または電話で

 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」
　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　6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　6月12日、19日、26日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児
◆おはなしびっくり箱のちっちゃな
　絵本の部屋
　楽しい絵本を子どもたちに紹介し
ます。今月はなにがでるかな。
と　き　6月15日㈮ 11:00～11:30
◆手のひらの会
　はじまるよ!楽しい紙芝居
と　き　6月23日㈯ 11:00～11:30
対　象　幼児から小学生

 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　6月3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
絵本であそぼう！
　絵本｢おめんです｣のおめんを親子
で作ってみんなで変身します。
と　き　6月20日㈬ 11:00～11:45
対　象　幼児(2歳以上)と保護者10組

申　込　6月5日㈫10:00～電話ま
　たは直接4階カウンターへ
※汚れてもよい服装で参加ください。

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう!
　手品おじさんのマジックを楽しもう。
と　き　6月24日㈰ 15:00～15:30
内　容　“ロープ”を使った手品

 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　6月19日㈫ ところ 保健センター

デジカメ＆はがき作成講座
　3日間で写真の取り込みや編集加
工を学びオリジナルのはがきを作成
します。
と　き　6月20日㈬～22日㈮
※3日間連続講座10:00～13:00
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　6月4日㈪ 8:30～電話にて
楽しいシニア向けスマートフォン教室
～持っていない方･これから検討さ
　れる方向け～　　　　　　　　
と　き　7月17日㈫ 13:30～15:30
受講料　無料
講　師　KDDI㈱認定講師
申　込　6月25日㈪8:30～電話にて

・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

　夏の夜のひとときを、本格的なジャズの演奏で過
ごしてみませんか。
　今回、来日しているジム･バトラーは、公的な国家
行事などにも参加し、元クリントン大統領やケネデ
ィー大使などの前でも演奏している実力者です。
と　き　7月11日㈬ 開場18:30　開演19:00
入場料　前売り1,500円　（当日1,800円）
出　演　ジム･バトラー(サックス)、グラント･リチャーズ(ピアノ)、ブ

ラッキー･クロダ(ドラム)、ジェフ･カリー(ベース)、スウィン
キー･エスター(ボーカル・「のどじまんTHEワールド2017秋」
の優勝者)

ジム･バトラー サマージャズナイト

遊ホール

　北海道で第二の人生を過ごそうとする夫婦が、
初めて自分たちの愛情やきずなを見つめ直す姿を
描くヒューマンドラマです。
と　き　6月16日㈯ ①10:30～②14:00～
入場料　前売800円（当日1,000円）
出　演　佐藤浩市、樋口可南子、北川景子 ほか

　曲にまつわるエピソードを添え、ハガキまたはメールでご応募ください。
(第3回締切6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

映画「愛を積むひと」塩竈市上映会

しおがま名曲コンサート7リクエスト募集！（9月23日公演予定）
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生涯学習のとびら生涯学習のとびら

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎６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
｢ぶどうのポーチ｣
と　き　6月20日㈬
　　　　10:30～15:00
材料代　1,300円
対　象　どなたでも20人(先着順)
持ち物　裁縫道具･昼食
講　師　吉田九重子さん(多賀城市)
申　込　6月6日㈬～電話または直
　接エスプ事務室へ

 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
◆おはなしぱんどらのおはなし会
と　き　6月10日㈰ 11:00～11:30
内　容　パネルシアターや紙芝居など

 エスプホール
◆｢キッズボランティア七夕まつり」
と　き　7月6日㈮ 10:30～12:00

 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　6月2日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと･えすけっと

◎行事・イベント
 キッズスペース
◆サットさんのSTORY TIME！
　たのしく英語であそぼう！
と　き　6月17日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「カラフルかたつむりさん」をつくろう!
と　き　6月開館時間中
対　象　どなたでも 1日10人程度
※材料なくなり次第終了

 ミーティングルーム
◆本のリサイクル市
と　き　6月2日㈯、3日㈰
　　　　10：00～16：00
※なくなり次第終了
・提供冊数は一人10冊まで
・持ち帰り袋を持参ください
・提供資料を有料で譲渡しないでく
 ださい

 アートギャラリー
◆第60回水道週間作品展
　市内小学校より標語・図画・習字の
作品を募集し、展示します。
と　き　6月2日㈯～10日㈰
◆水彩画と油絵の二人展
　水彩画と油絵を約20点展示します。
と　き　6月12日㈫～24日㈰

 エスプホール
◆エスプコンサートDomenica開催
　シャンソンから映画音楽など
と　き　7月14日㈯
※詳しくは広報しおがま7月号また
　はエスプ情報誌をご覧ください

｢スマートフォン講座｣受講生募集中
　｢使い方がよく分からない、もっと
いろいろな機能を使いたい｣と思っ
ている方、学んでみませんか。
と　き　①6月13日、20日㈬
      　　 (iPhoneのスマートフォン)
　　　　②7月4日、11日㈬
　　　　(アンドロイドのスマートフォン)
　　　　いずれも10:30～12:00
ところ　公民館2階第1会議室
定　員　①5人、②10人
(先着順。定員になり次第締め切り)
受講料　無料
持ち物　使用しているスマートフォン
講　師　門馬 愛さん(スマホアドバイザー)
｢天文学講座｣受講生募集中
　｢夏の星空の楽しみ方｣をテーマ
に、星空に思いをはせてみませんか
と　き　7月8日㈰ 14:00～16:00
ところ　公民館2階第1会議室
定　員　10人　　受講料　無料
講　師　仲 千春さん(仙台市天文台職員)

◆印は参加無料・当日直接おいでください

 4階視聴覚室
◆「図書館さんぽ」～いぬのえいが～
　いぬと一緒にくらすことのしあわ
せを、笑ったり、泣いたりのストーリ
ーで体感しよう。
と　き　6月2日㈯ 13:30～15:30
◆「図書館さんぽ」～花火～
　スクリーンで花火を堪能し、花火
の楽しみ方を探りませんか。
と　き　6月24日㈰ 13:30～15:30

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

1 日㈮は特
別整理期間

エ　ス　プ

公　民　館

7
14
21
28

6
13
20
27

3
10
17
24

土金木水火日 月

4
11
18
25

６月の図書館・エスプ休館日

5
12
19
26

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

市民図書館

｢まんがを描いてみよう講座｣
開講決定!
①まんがイラストコース
②4コマまんがコース

と　き　7月15日㈰、21日㈯、29日㈰
　　　　8月5日㈰、12日㈰ (全5回)
ところ　学習室1
対　象　小学4年生～中学生
　　　　20人程度
受講料　500円(材料代)
　　　　※5回分、初回に集めます
講　師　ひが栞さん(漫画家、塩竈市)
申　込　6月19日㈫ 10:00～
　　　　電話か直接エスプへ
※希望のコースをお伝えください

平成30年度下半期
アートギャラリー展示募集！
展示期間　10月2日㈫～
　　　　　平成31年3月30日㈯
募集期間　6月19日㈫～7月3日㈫
※詳しくはエスプ事務室へ

桜菓子姫
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