
  ｢スマートフォン講座｣受講生募集中
と　き　①6月14日、21日㈬
　　　　(iPhoneのスマートフォン)
　　　　②7月19日、26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　①、②とも5人(先着順)
講　師　門馬愛さん(スマホアドバイザー)
受講料　無料
持ち物　ご利用中のスマートフォン

  ｢天文学講座｣受講生募集中
と　き　7月29日㈯ 19:30～21:00
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
  ◆こども映画会
と　き  6月10日㈯
｢河童が出てきた日｣
｢逃げて来たライオン｣（2話で14分）
と　き  6月17日㈯
｢猫と茶釜の蓋｣
｢捨てネズミ｣（2話で14分）
いずれも①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
対　象　幼児から小学生

  ◆図書館さんぽ～日本名城～ 
　北海道･東北の名城をDVD映像で鑑
賞後、自由トークしませんか。
と　き　6月24日㈯ 13:30～15:00

 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｣
　絵本の読み聞かせとふれあいあそび
と　き　6月6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　6月13日、20日、27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。今月は何がでるかなー？
と　き　6月16日㈮11:00～11:30

 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25日㈰ 15:00～15:30

 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｣(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20日㈫
ところ　保健センター

  ◆図書館職員が｢認知症サポーター｣  
　  になりました!
　より安心して図書館を利用できるよ
う、｢認知症サポーター｣になりました。
ささやかなことでも、カウンター職員
へお声かけください。

  ◆手のひらの会
　はじまるよ！たのしい紙芝居
と　き　6月24日㈯ 11:00～11:30
対　象　幼児から小学生

 4階創作室
  ◆野中さんと紙でふしぎ？を作ろう
と　き　6月4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｢あめふりさんぽ｣の世界を絵の
具と手のひらを使って再現しよう。
と　き　6月14日㈬ 11:00～12:00
対　象　2歳以上の幼児と保護者10組
※汚れてもよい服装で参加ください
申　込　6月3日㈯ 10:00～
　　　　電話か直接4階カウンターへ

・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　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)

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。企画者で本市出身のアニメプロ
デューサー、丸山正雄さんと声優の潘めぐみさんをお
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
る作品です。
　映画の余韻を楽しむ企画展示もお楽しみに。
と　き　6月25日㈰　①10:30～②15:00～
入場料　前売り一般1,000円(当日1,200円)
　　　　前売り高校生以下800円(当日1,000円)

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。曲にまつわるエピソードを添え、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

リクエスト募集！（第3回締切　6月30日）

市民図書館

公　民　館

≪企画展示≫
○丸山正雄さん紹介
○戦時中の塩竈写真
○試食コーナー
○舞台・呉市紹介
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 創作室
  手製本体験～文庫本をハード
   カバー本に造り直してみよう！
と　き　6月25日㈰ 13:30～16:30
対　象　中学生から大人15人
※当日はカッターを使います
※お子さま連れは遠慮ください
参加費　500円(材料代)
持ち物　エプロン(汚れてもよい服装)、厚さ
　　　　  1～2㌢程度の好きな文庫本1冊
講　師　永澤裕子さん(｢ぱた本屋｣主宰)
申　込　6月3日㈯～
　　　　電話か直接エスプへ

  ふれあい創ing「押し花をたのしもう！」
と　き　6月13日㈫ 10:30～12:00
対　象　どなたでも8人程度
申　込　6月3日㈯～
　　　　電話か直接エスプへ

  ◆かんたん工作おもしろ創！
     「夏のはり絵をたのしもう！」
と　き　6月中開館時間内
対　象　どなたでも
※材料なくなり次第終了

 学習室2
  はじめてみよう　さをり織り
と　き　6月16日㈮、17日㈯
　 ①13:30～14:30②15:00～16:00
参加費　500円(材料代)
講　師　大浪幸子さん
　　　　(｢さをりひろば余暇よか｣代表)
申　込　6月3日㈯～希望日の前日
　　　　17:00まで

 創作室
  ◆キッズおりつなぎin七夕
と　き　６月10日㈯ 14:00～16:00
対　象　どなたでも　

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

 ミーティングルーム
  ◆本のリサイクル市
と　き　6月3日㈯、4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59回水道週間行事の作品展
　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3日㈯～11日㈰

  ◆塩釜川柳会はっとせ作品展示会
　川柳作品、色紙額装など約35点の作
品を展示します。
と　き　6月13日㈫～25日㈰

　 6月のボランティア自主事業
 エスプホワイエ
  ◆エスプコンサートDomenica56
     AKIYAMA SHINJI ACOUSTIC LIVE
　ピアノ、ギターの弾き語り演奏をお
届けします。
と　き　6月11日㈰ 14:00～15:00
　　　　※13:45開場
曲　名　ノルウェイの森(ビートルズ)ほか
出　演　秋山信司さん(仙台市)

 学習室1
  パッチワークをはじめませんか
  ｢おけいこバック」
と　き　6月21日㈬
　　　　10:30～15:00
定　員　先着20人
　　　　(どなたでも)
材料代　3,000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　6月7日㈬～
　　　　電話か直接エスプへ

 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
※｢キッズボランティア七夕まつり｣
と　き　7月7日㈮ 10:30～12:00

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

 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3日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと･えすけっと

     行事・イベント

 エスプホール
  クイズかるたであそぼう!
と　き　6月3日㈯ 10:30～12:00
対　象　小学生20人程度
申　込　受付中(電話か直接エスプへ)

 ？(はてな)の森
  ◆？(はてな)ワゴン
　不思議 色の変わるビュンビュンゴマ作り
と　き　6月17日㈯ 14:00～
対　象　どなたでも20人程度

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

桜菓子姫

6/1 ㈭、2㈮は特別整
理期間のため休館

まちと記憶と映画館～団らんのひととき編～
｢なつかしい昭和の写真展｣

シネマ談話室
　コーヒーとお菓子を味わいながら映画についておしゃべりします。テーマは｢あ
まずっぱい映画｣。
と　き　6月10日㈯18:00～20:00 　参加費　1,000円(コーヒー･菓子付)

アニメの中の昭和の風景
　～アニメ50年の歩みと共に～
　話題のアニメ映画｢この世界の片隅に｣で注目を集める
本市出身のアニメプロデューサー、丸山正雄さんがアニメ
の中に描かれた昭和の風景と暮らしの記憶を語ります。
と　き　6月24日㈯15:00～17:00　　参加費　500円(展示観覧込)

と　き　～6月25日㈰まで10:00～17:00 ※月曜休
観覧料　一般200円、高校生100円、中学生以下無料

塩竈市杉村惇美術館
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｢まんがを描いてみよう講座｣開催決定!
と　き　7月15日～8月12日の毎週㈯
　　　　(全5回) 14:00～16:00
ところ　学習室1
対　象　小学4年生～中学生20人程度
材料代　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17日㈯ 10:00～
　　　　電話か直接エスプへ

平成29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㈰～
　　　　　平成30年3月30日㈮
募集期間　6月20日㈫～7月2日㈰
※詳しくはエスプ事務室へ

る
メ

展示観覧込)

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
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