
 4階視聴覚室
◆子ども映画会
と　き　7月14日㈯(2話で14分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
「山梨とり」「玉突きゲームは楽しいね」
と　き　7月21日㈯(2話で15分)
「一軒家のばあさん」「ジェリー街へ行く」
①14:00～ ②15:00～
◆図書館さんぽ～動物の赤ちゃん～
　いろんな動物の赤ちゃんに会いに
行こう！クイズにも挑戦してみよう！
と　き　7月25日㈬ 13:30～15:30

 4階おはなしの部屋
◆おはなし ぱんどら
　パネルシアター、てあそび、紙芝居
など。今月は七夕工作付き!
と　き　7月7日㈯ 13:30～14:00
◆ぴよぴよおはなし会七夕スペシャル
　絵本の読み聞かせや、七夕飾りを
作ります。
と　き　7月3日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん
◆七夕かざりをかざろう！
　笹竹に、短冊などを飾りましょう。
と　き　7月3日㈫～8日㈰
◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせ、紙芝居など。
と　き　7月10日、17日、24日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児

 4階創作室
◆野中さんと紙でふしぎ？を作ろう
と　き　7月8日㈰ 14:00～15:00
内　容　“パズルと折り紙メール”をつくる
対　象　小学生以上10人程度

 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　7月17日㈫ ところ 保健センター

◆「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28日㈯､29日㈰
　　　　10:00～17:00
ところ　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

楽しいシニア向けスマートフォン教室
と　き　7月17日㈫ 13:30～15:30
定　員　20人※先着順
講　師　KDDI(株)認定講師
申　込　電話にて
夏休み子ども映画会「SING(シング)」
と　き　7月27日㈮
①10:00～(開場 9:30)②13:30～(開場13:00)
ところ　遊ホール
※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、ガス体育館、エスプ、児童館、
図書館で配布

・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

と　き　7月11日㈬ 18:30～(開場18:00)
入場料　前売1,500円 当日1,800円（全席自由）
曲　目　テイク・ファイブ、イン・ザ・ムードほか

ジム･バトラー サマージャズナイト

遊ホール

　日本の伝統和楽器である、箏・三絃・尺八でのコンサートです。
と　き　8月5日㈰ 14:00～(開場13:30)
入場料　前売1,500円 当日2,000円（全席自由）
出　演　佐藤晥山、佐藤佳世子、佐藤亜美、佐藤将山

７月21日㈯
「ごきげん座の夏のおはなしフェスティバル」 10:20～11:00　ところ　視聴覚室
「手話サークルマーチのおはなし会」11:00～11:30　ところ おはなしの部屋
「手のひらの会のおはなし会」 12:00～12:30　ところ　おはなしの部屋
「おはなしぱんどらのおはなし会」 13:30～14:00　ところ　おはなしの部屋
７月22日㈰
「おはなしびっくり箱のこわーいお話会」 13:30～14:10　ところ 視聴覚室
「手品おじさんと遊ぼう！」 15:00～15:30　ところ　4階児童書フロア

　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を募集します。未経験者大歓迎！
公開予定　平成31年2月16日、17日
説 明 会　8月29日㈬　応募締切　8月29日㈬
練習期間　9月5日㈬～　定員　出演者50人、スタッフ30人

　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。
(第4回締切7月31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

日本一の箏・尺八の共演
～箏・三絃・尺八による～佐藤 晥山ファミリーコンサート

塩竈夢ミュージカル 出演者・スタッフ募集！

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）

サ ト

図書館ボランティア スペシャルおはなし会
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 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎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
　七夕飾りを作ってあそびましょう！
と　き　7月6日㈮ 10:30～12:00
企　画　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
「和布で作る小物入れ」
と　き　7月18日㈬
　　　　10:30～15:30
定　員　20人
材料代　1,000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4日㈬ 10:00～

 本の森
◆本のちょっと
と　き　7月7日㈯ 11：00～11：30
話し手　きっと・えすけっと

 空中庭園
◆しおがま☆をみる会 ※晴天のみ
と　き　7月21日㈯ 19:45～20:30
対　象　小学生以上(保護者同伴)

 創作室
ボランティア工作「さをり織りを楽しもう」
と　き　8月8日㈬ 10:00～16:00
参加費　500円
講　師　大浪幸子さん
申　込　7月3日㈫ 10:00～

◎行事・イベント
 エスプホール
◆エスプコンサート Domenica59
　シャンソンの夕べ
と　き　7月14日㈯
　　　　16：30～(開場16:00)
曲　目　シャンソンや映画音楽など
出　演　宗久真紀さん、中野正敏さん、
　　　　マーシュ桜井さん、猪股芳一さん

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4日㈯、10月6日㈯、
　　　　12月8日㈯ 13:30～15:30
対　象　すべての回に参加できる小
　　　　学生親子30組
申　込　7月3日㈫ 10:00～
　　　　電話、ファクス、Eメールで受付
Eメール esp@city.shiogama.miyagi.jp

 エスプホール・ホワイエ
◆ふれあいエスプ塩竈20周年記念
シオーモ絵本まつり「絵本とおともだち」
　～子どもも大人も
　　絵本の世界で遊んじゃおう!～
と　き　8月5日㈰ 10:00～15:00
内　容　人形劇、おはなし会、ビブリ
　　　オバトル絵本編、変身コー
　　　ナー、絵本トンネル、乗り物
　　　コーナーほか
企　画　シオーモ
　　　　絵本の
　　　　なかまたち

 学習室１
ぬいぐるみのおとまり会
と　き　7月20日㈮ 13:30～14:30
　　　　7月22日㈰ 10:30～11:30
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1日㈰ 10:00～

 ？(はてな)の森
おもちゃ病院&おもちゃの展示
～おもちゃDr.がやってくる！～
　壊れてしまった大切なおもちゃを
なおしてくれるよ。
と　き　7月22日㈰ 13:00～15:30
おもちゃドクター　柏 和郎さん（仙台市）
申　込　7月1日㈰ 10:00～
※部品代が必要な場合は相談します
※場合によって修理しないものもあ
　ります

 キッズスペース
あそびまショップ シャボン玉で遊ぼう
と　き　7月12日㈭ 10:30～11:30
対　象　幼児と保護者 20組
申　込　受付中

 創作室
ふれあい創ing
「陶器風ブローチを作ろう」
と　き　7月17日㈫ 10:30～12:30
定　員　10人　持ち物　エプロン
申　込　7月3日㈫ 10:00～

 ミーティングルーム
◆大人の遊び時間
　ボードゲームを楽しもう！
と　き　7月27日㈮ 10:30～
※景品があります

 アートギャラリー
◆塩釜川柳会はっとせ作品展
と　き　7月17日㈫～29日㈰

 公民館調理室
土曜広場料理教室
～飾り巻き寿司をつくろう～
と　き　7月28日㈯ 10:00～12:00
対　象　小学生25人 参加費500円
講　師　古山いく子(仙台市)
企　画　子育て支援ふぉ・ゆ
「おやこdeキッチン」事業その１
～見ても食べてもおいしいインスタ映えメニュー～
と　き　8月18日㈯ 10:00～12:30
対　象　小学生と保護者16組
参加費　１組1,000円(材料費)
講　師　キッズkettle’skitchen吉田恵子
申　込　7月3日㈫ 10:00～

第71回塩竈市美術展作品募集！
と　き　11月6日㈫～11日㈰
ところ　ふれあいエスプ塩竈エスプホール
種　目　洋画・日本画・書道
搬入日　10月20日㈯、21日㈰
※詳しくは募集要領をご覧ください

◆印は参加無料・当日直接おいでください
 4階児童書フロア
◆としょかんクイズ
　クイズに参加して、調べ学習の体験を
しよう。参加者に記念品をプレゼント。
と　き　7月20日㈮～8月26日㈰
対　象　幼児～小学生
 

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

エ　ス　プ

公　民　館
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７月の図書館・エスプ休館日

桜菓子姫
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