
◇図書館ボランティア　スペシャルおはなし会
●７月21日㈮
　「おはなしびっくり箱のこわ～いおはなし会」 11:00～11:30　ところ　視聴覚室
　「手話サークルマーチと遊ぼう！」 11:40～12:00　ところ　おはなしの部屋
●７月22日㈯　
　「手のひらの会の紙芝居」 11:00～11:30　ところ　おはなしの部屋
　「おはなしぱんどらのおはなし会」 11:30～12:00　ところ　おはなしの部屋
●７月23日㈰
　 「人形劇団“ごきげん座”夏のおはなしフェスティバル」 11:00～11:50　ところ　視聴覚室
　「手品おじさんと遊ぼう！」 15:00～15:30　ところ　おはなしの部屋

  「音楽講座」受講生募集中
 「MY CLASSIC ～♪チェロの調べにのせて♪ 」
　クラシック音楽のお話しとチェロ演
奏で楽しいひと時を過ごしませんか…。
と　き　9月19日㈫ 13:00～15：00
ところ　エスプホール
講　師　三浦優葉さん（チェリスト)
定　員　20人（先着順）※受講無料

 ◆印は参加無料。当日直接おいでください

 図書館4階視聴覚室
  ◆こども映画会
7月8日㈯ (2話で約14分)
「小石の手紙」「夢と消えたバカンス」
7月15日㈯ (2話で約15分)
「町のねずみと田舎のねずみ」
「赤ちゃんはいいな」
時間　①11:00～②14:00～③15:00～

 図書館4階おはなしの部屋
  ◆おはなし ぱんどら
と　き　7月1日㈯ 13:30～14:00

  ◆七夕かざりをつくろう！
と　き　7月1日㈯ 14:00～14:30

  ◆おはなし会デビュー｢ぴよぴよおはなし会｣
と　き　7月4日㈫11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

  ◆短冊に願いをこめて
　大きな笹竹に、短冊飾りをしましょう。
と　き　7月4日㈫～7日㈮

  ◆おはなし火ようび
と　き　7月11日、18日、25日㈫ 11：00～11：30
対　象　幼児
※7月25日は「みんなあつまれ！かる  
　た遊びをしましょう」

 図書館4階創作室
  ◆野中さんと紙でふしぎ？を作ろう
と　き　7月9日㈰ 14:00～15:00
内　容　｢パズルと折り紙マジック｣をつくる
対　象　小学生以上10人程度

  ◆オープン創作室
と　き　8月2日㈬～4日㈮ 10:15～17:00
対　象　親子(幼児を含む)、小学生

  ◆｢リサイクル市｣開催
　保存期間を過ぎた雑誌の一部と本を
市民の皆さんに無料で提供します。
と　き　7月29日㈯､30日㈰ 10:00～17:00
ところ　図書館4階エレベーター前
＜提供にあたってのお願い＞
①提供冊数は1人15冊まで
②持ち帰り用の袋を持参してください
③提供資料を有料で譲渡しないでください

  夏休み子ども映画会｢コウノトリ大作戦！｣
と　き　7月28日㈮ (上映時間87分)
①10:00～②13:30～(開場は上映30分前)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
※入場無料ですが、整理券が必要です。
　7月1日㈯から、市役所案内コーナ
ー、体育館、エスプ、児童館、図書館で
配布します。

 図書館4階児童書フロア
  ◆としょかんクイズ
　参加者には、職員手作りの記念品をプレゼント。
と　き　7月20日㈭～8月27日㈰
対　象　幼児から小学生

 図書館3階・4階壁面
  ◆塩竈みなと祭ポスター展
　今年第70回を迎える「塩竈みなと
祭」。これまでの祭のポスターと版画家
が描いたみなと祭の作品を展示します。
と　き　7月1日㈯～30日㈰

 図書館3階ショーケース
  ◆古今和歌集の世界―複製資料展示―
　宮城県図書館蔵の『古今和歌集（藤原
清輔書写本）』複製資料を展示します。
と　き　7月1日㈯～8月6日㈰

 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「えほんデビュ
ーパック」をプレゼントします。
と　き　7月25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

　塩竈夢ミュージカルがお送りする、ミュージカルとは一味違った音楽会です。
お楽しみに！
と　き　8月20日㈰　①11:00～　②15:00～
入場料　前売一般1,000円（当日1,500円）　高校生以下500円（当日同額）
プレイガイド　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）

　演劇や音楽、ダンスが好きな方、舞台道具や衣装づくりなどのスタッフ募集。体
験けいこも開催します。興味のある方は気軽に参加ください。未経験者大歓迎！
対　象　市内在勤在住の方（原則小学生以上、未就学児要相談）
定員予定　出演者50人　スタッフ30人　
応募締切　9月6日㈬　公開けいこ　8月17日㈭ 19:00～21:00
説 明 会　8月30日㈬ 　練習　9月6日㈬～

視聴覚センター
市民図書館

塩竈公立図書館開館100周年記念「わくわく体感！としょかんの夏」

塩竈夢ミュージカルPresents「夢のまち音楽会」－夏から秋へ－

◆塩竈夢ミュージカル　出演者・スタッフ募集　※平成30年2月17・18日公演予定
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 学習室1
  ぬいぐるみのおとまり会
と　き　8月9日㈬・10日㈭
　　　　いずれも 13:30～14:30
対　象　幼児～小学生（幼児は保護者同伴）
持ち物　ぬいぐるみ（1人1体）、図書利用券
申　込　7月26日㈬ 10:00～

 創作室
  ふれあい創ing　
  「てぬぐいうちわをつくろう」
と　き　7月11日㈫ 10：30～12：00
対　象　どなたでも 10人程度
申　込　受付中～

  えっぐおじさんの「たまごの学校」
と　き　7月23日㈰ 10:30～12:00
対　象　どなたでも30人
　　　　※幼児は保護者同伴
材料代　500円
持ち物　エプロン（よごれてもいい服装）
　　　　たまごに描きたい絵
講　師　菊地克三さん
　　　　（えっぐ工房「殻」主宰・名取市）
申　込　7月1日㈯ １0:00～

  ◆かんたん工作おもしろ創！
     プロペラとんぼをとばそう
と　き　7月開館時間内※材料なくなり次第終了
対　象　どなたでも。1日10人程度

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

 公民館図書館
  大人のあそび時間
  「はじめてみませんか？苔玉づくり」
と　き　8月1日㈫ 10:00～12:00
定　員　15人程度（先着順）　材料費　1,500円
申　込　7月4日㈫ 10:00～材料費を
　　　　添えてエスプ事務室へ

 アートギャラリー 
  ◆LOVE＆PEACE塩釜からリオへ世界へ
と　き　7月1日㈯～9日㈰

  ◆松陽台切り絵愛好会作品展
　簡単な切り絵体験コーナーあり
と　き　7月11日㈫～16日㈰

  ◆働く海の男の写真展
　世界の海・街・人々の写真約60点を展示
と　き　7月25日㈫～8月6日㈰

  「天文学講座」受講生募集中
と　き　7月29日㈯ 19:00～21:00
ところ　公民館2階第1会議室
定　員　10人　※受講無料
講　師　仲　千春さん(仙台市天文台職員)

　 7月のボランティア自主事業
 エスプホール
  ◆キッズボランティア七夕まつり
と　き　7月7日㈮ 10:30～12:00
企　画　子育て支援　ふぉ・ゆ　　
※毎週㈬・㈮11：00～12：00キッズス
　ペースで、おはなし会もあります

 エスプホワイエ
  ◆エスプコンサートDomenica57
　  弦の音色に想いを寄せて
と　き　7月30日㈰ 14:00～15:00
曲　目　美女と野獣テーマ曲ほか
出　演　String G-Forest

 学習室１
  パッチワークをはじめませんか
  ｢可愛いニワトリ｣
と　き　7月19日㈬ 10:30～15:30
対　象　先着20人（どなたでも）
材料代　1,500円
持ち物　裁縫道具、昼食、筆記用具
講　師　西村清子さん（東玉川町）
申　込　7月5日㈬ 10:00～
　　　　電話か直接エスプへ

 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　7月1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
  KU-MA宇宙の学校atしおがま
   ～親子で楽しく実験！宇宙を感じよう！～
と　き　8月5日、9月16日、12月9日㈯
　　　　３回とも 13:30～15:30
対　象　小学生親子40組（全日程参加できる人）
参加料　1組1,000円
申　込　7月4日㈫ 10:00～電話、    
　　　　 FAX、Eメールで
E-mail：esp@city.shiogama.miyagi.jp

 キッズスペース
  あそびまショップ
　大型えほんやしゃぼんだまであそぼう！
と　き　7月13日㈭ 10:30～11:30
対　象　幼児と保護者15組
申　込　7月1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

　「塩竈・夏の思い出」お茶会～女子会編～なつかしい昭和時代の記憶を語り合います。
と　き　7月7日㈮ 14:00～16:00　参加費　500円（コーヒー・焼き菓子付）

　暮らしを彩るクラフトマーケット。出店情報はホームページをご覧ください。
と　き　7月22日㈯、23日㈰　両日とも10:00～15:00

　独自の視点でとらえた社会を鮮烈な色彩で描くハタユキコさんの絵画展
と　き　7月22日㈯～9月10日㈰ 10:00～17:00(入館受付16:30まで) ※月曜休館
観覧料　（企画展＋常設展）一般500円　大学生・高校生400円　中学生以下無料
関連企画 「顔出し！ダンボール大漁旗をつくろう」
　さまざまな願いを込めた大漁旗パネルを彩り、完成した作品は会期中展示します。
と　き　7月30日㈰ 14:00～　※申込必要、参加無料

　夏休み編　「塩釜に耳をすます、そしてわたしたちは小さな旅をする」
　市内の商店街や歴史建造物などをめぐって、地元の文化、歴史をリサーチしなが
ら学び、受け取ったものを、からだを使って表現します
と　き　7月29日㈯、30日㈰ 10:00～15:30　場所　大講堂、塩竈市内
定　員　小学生10人　参加費　1,000円(2日間、保険料・資料代）

　現代美術作家・高橋りくさんによる個展。
と　き　7月1日㈯～9日㈰ 10:00～17:00　※観覧無料、月曜休館

塩竈市杉村惇美術館
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■マリスアートプロジェクトin宮城県塩釡市
　LOVE＆PEACE塩釜からリオへ世界へ

■まちのきおくをあつめる、かたる

■暮らしの市

■若手アーティスト支援プログラムVoyage「ハタユキコ展　夏の幻視」

■からだを動かすワークショップ
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