
勤労者カレッジ講座募集中
⑤茶道(裏千家)
と　き　第1・3㈮ 19:00～21:00
講　師　滝井正巳さん
⑥スマートフォン講座(アイフォン)
と　き　6月5日、12日㈬
　　　　10:30～12:00
講　師　門馬 愛さん
※受講料無料
⑦スマートフォン講座(アンドロイド)
と　き　7月3日、10日㈬
　　　　10:30～12:00
講　師　門馬 愛さん
※受講料無料
⑧天文学
と　き　7月7日㈰、12月1日㈰
　　　　14:00～16:00
講　師　仲 千春さん
※受講料無料

◆印は参加無料・当日直接おいでください

 4階視聴覚室
◆こども映画会
と　き　6月1日㈯
①11:00～②14:00～③15:00～
「ごんぞう虫」「楽しいボーリング」
(2話で15分)
と　き　6月15日㈯
①11:00～②14:00～③15:00～
「鼻髙扇」「悪魔のささやき」
(2話で15分)
◆図書館さんぽ～車窓から～
　陽気がいい日はガタゴトのんびり
ローカル線の旅をしよう！懐かしい
記憶の中のあの列車、あの風景を見
に行きませんか。
と　き　6月23日㈰ 
①10:30～12:00 ②13:30～15:30

 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
のふれあいあそびを行います。
と　き　6月4日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

・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

市民図書館

◆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11日、18日、25日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児とその保護者
◆おはなしびっくり箱のちっちゃな
　絵本の部屋
　楽しい絵本を子どもたちに紹介す
るびっくり箱。今月は何が出るかな？
と　き　6月21日㈮ 11:00～11:30
◆手のひらの会
　はじまるよ！はじまるよ！楽し
い紙芝居。
と　き　6月22日㈯ 11:00～11:30
対　象　幼児～小学生

 創作室

◆野中さんと紙でふしぎ？を作ろう
　おもちゃと折り紙をつくる
と　き　6月9日㈰ 14：00～15：00
対　象　小学生以上10人
絵本であそぼう！
　絵本「はじめてのおつかい」を読ん
でお買いもの貼り絵を楽しもう！
と　き　6月19日㈬ 11：00～11：45
対　象　2歳以上の幼児と保護者10組
申　込　6月4日㈫ 10:00～
※汚れてもい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！
　ロープを使った手品の実演
と　き　6月23日㈰ 15:00～15:30

 そのほか
◆「絵本デビュー」
　～あかちゃんからえほん～
　７カ月児健康相談時に赤ちゃん
の健やかな成長を応援することを
目的に、「えほんデビューパック」
（絵本一冊・布バック・『赤ちゃん絵
本リスト』）をプレゼントします。
と　き　6月18日㈫
ところ　保健センター

遊ホール

　あなたの好きな名曲をオーケストラで
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2回締切6月30日㈰)

リクエスト応募先
〒985-0052 塩竈市本町1番1号遊ホール協会
メール yuu-hall@city.shiogama.miyagi.jp

しおがま名曲コンサート8リクエスト募集！
(9月22日公演予定)

大活字本が人気です！
　図書館3階の９番棚に大活字本コ
ーナーがあります。600冊以上を取
り揃えており、利用する方も増えて
います。文字の大きさは約1.6倍と読
みやすくとても好評です。ぜひご利
用ください。

文字が大きい
（実物大）

猫
に
ば
っ
た
り

猫
に
ば
っ
た
り

猫
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 ◆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
ちりめんで作る鳩　　　　　　　　
と　き　6月19日㈬ 10：30～15：30
対　象　先着20人
材料代　1,300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　6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　6月1日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上
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
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
　パネルシアターや紙芝居など
と　き　6月9日㈰ 11：00～11：30

◎行事･イベント
 本の森
◆サットさんのSTORY TIME!
　たのしく英語であそぼう！
と　き　6月16日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 ホワイエ
◆エスプコンサート Domenica65
　出版記念演奏曲～楽しく音楽を聴く～
と　き　6月8日㈯ 10:30～12：00
演　奏　文野睦子さん(ピアノ)
◆エスプコンサート Domenica66
　ミサイとムジカの音楽会
と　き　6月22日㈯ 14:00～15：00
演　奏　藤田美才さん(クラリネッ
　　　　ト、リコーダー)

 創作室
◆かんたん工作おもしろ創！
　「紙のデコレーションケーキをつくろう」
と　き　6月開館時間中
対　象　どなたでも(1日約10人)
※材料が無くなり次第終了
ふれあい創ing！
「マーブルクレヨンを作ろう」
と　き　6月13日㈭ 10:30～12:00
対　象　先着6人　申　込　受付中
たたみ工作を体験しよう！
と　き　6月22日㈯ 10:30～12:00
対　象　先着10人
材料代　500円
申　込　6月1日㈯ 10:00～
大人のあそび時間 特別編
親子でつくろう
マガジンラック
と　き　7月6日㈯ 
　　　　10:30～12:00
対　象　親子5組
材料代　500円
申　込　6月15日㈯ 10:00～

 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。
と　き　6月1日㈯、2日㈰ 
　　　　10：00～16：00
※なくなり次第終了

 アートギャラリー
◆第61回水道週間応募作品展
　市内小学生の標語・図画・習字の作
品を展示します。
と　き　6月1日㈯～9日㈰
◆波の伊八写真展
　武志伊八郎信由の彫刻写真を展示
します。
と　き　6月11日㈫～23日㈰

そのほか
エスプのFacebookページがあります
イベント情報などは
こちらでチェック！

勤労者カレッジ講座募集中
※全講座共通
対　象　市内在住・在勤の18歳以上
受講料　1講座1,000円/年
※初回徴収、材料費などは自己負担
申　込　受付中。詳しくは公民館まで
①クッキング
と　き　第2･4㈭ 19:00～21:00
講　師　川口真奈美さん
②お菓子づくり
と　き　第3㈭ 19:00～21:00
講　師　川口真奈美さん
③フラワーアレンジメント
と　き　第3㈰ 10:00～12:00
講　師　和田浩子さん
④着物着付け
と　き　第1・3㈬ 19:00～21:00
講　師　岡澤マキ子さん

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・日祝）

開館時間

エ　ス　プ

生涯学習のとびら生涯学習のとびら

公　民　館
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土金木水火日 月
６月の図書館・エスプ休館日
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令和元年度下半期
アートギャラリー展示募集！
展示期間　10月1日㈫～
　　　　　令和2年3月29日㈰
募集期間　6月18日㈫～7月2日㈫
※詳しくはエスプ事務室へ

｢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13日㈯、20日㈯、27日㈯
　　　　8月3日㈯、10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18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

ランティア自主事業
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桜菓子姫
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