
 4階児童書フロア
◆七夕飾りをかざろう！
と　き　7月2日㈫～7日㈰
◆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
と　き　7月19日㈮～8月23日㈮ 
　　　　
 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「えほんデ
ビューパック」（絵本一冊・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18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27日㈯、28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
「ペンギンズFROMマダガスカル 
ザ・ムービー」
と　き　７月30日㈫  ①10:00～②13:30～
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

遊ホール

さをり織りを体験しよう！
と　き　8月10日㈯
1コマ目13:30～、2コマ目15:00～
対　象　各コマ3人  参加料 500円
講　師　大浪幸子さん
申　込　7月9日㈫ 10:00～

 アートギャラリー
◆第16回パレットクラブ絵画展
　油絵約40枚を展示します。
と　き　7月9日㈫～14日㈰ 

◆ブルーホールフェスティバル
　アートギャラリーが作品で青く染
まります。
と　き　7月16日㈫～28日㈰

 公民館調理室
おやこdeキッチン事業プログラム1
おいしい食のワークショップ

「夏野菜をおいしく食べる！時短メニュー」
と　き　8月3日㈯ 10:00～13:00
対　象　小学生とその保護者16組
メニュー　野菜たっぷりキーマカレーなど
参加費　1,200円/1組(材料費)
講　師　キッズkettle’skitchen
申　込　7月2日㈫ 10:00～

 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！

第72回塩竈市美術展作品募集！
と　き　11月12日㈫～17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26日㈯、27日㈰
※詳しくは募集要項をご覧ください

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

 4階視聴覚室

◆こども映画会
と　き　7月13日㈯

「たわらの藤太」「命の恩人」
①11:00～②14:00～③15:00～
と　き　7月20日㈯

「狐のお産」「お掃除はこうするの」
①11:00～②14:00～③15:00～p20

・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

・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

エ　ス　プ

◆図書館さんぽ～スーパートレイン～
　風を切り走る勇姿!旅へいざなう新
幹線をスクリーンで見てみませんか。
と　き　7月25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」七夕スペシャル
　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　7月2日㈫ 13:30～14:00
対　象　1歳までの赤ちゃん
◆おはなし ぱんどら
　今月は、かわいい「七夕工作」付き。
と　き　7月6日㈯ 13:30～14:00
◆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9日、16日、23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　7月19日㈮ 11:00～11:30

 創作室

◆野中さんと紙でふしぎ？を作ろう
　パズルと折り紙メールをつくる
と　き　7月14日㈰ 14：00～15：00
対　象　小学生以上10人
ボトルアクアリウムをつくりませんか
と　き　8月25日㈰ 13：30～15:30頃
対　象　大人15人(先着順)
申　込　7月23日㈫10:00～
参加費　1,500円

視聴覚センター

　家族を超えた絆を描く衝撃の感動作。
と　き　7月20日㈯ ①10:30～②14:00～
入場料　前売り券800円(当日券 1,000円)
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、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4階)

映画「万引き家族」上映会

公　民　館

おはなしのへや
「手話サークルマーチのおはなし会」  と き 7月20日㈯11:00～11:30
「はじまるよ！はじまるよ！たのしい紙芝居！」 と き 7月27日㈯13:30～14:00
「おはなしぱんどらのスペシャルおはなし会」 と き 7月27日㈯13:30～14:00
視聴覚室

「おはなしびっくり箱のおっきなびっくり箱」 と き 7月21日㈰11:00～11:40
「ごきげん座の夏のおはなしフェスティバル」 と き 7月30日㈫11:00～11:40
4階児童書フロア

「手品おじさんとあそぼう」 と き 7月28日㈰15:00～15:30

図書館ボランティア スペシャルおはなし会

広報しおがま2019年7月号 ⓴



 エスプホール

◆キッズボランティア七夕まつり
と　き　7月5日㈮ 10:30～12:00

KU-MA「宇宙の学校」
宇宙教育指導者セミナー
と　き　7月21日㈰ 10:30～16：00
対　象　18歳以上20人(高校生を除く)
講　師　JAXA、KU-MA職員
申　込　7月12日㈮18:00まで

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10日㈯、10月12日㈯
　　　　12月21日㈯ 13:30～15：30
対　象　小学生親子30組
　　　　※すべて参加できる方
教材費　1組1,000円
申　込　7月2日㈫10:00～
　　　　電話、ファクス、メールにて
メール:esp@city.shiogama.miyagi.jp

◆エスプコンサート Domenica67
　塩釜高校合唱部第10回定期演奏会
と　き　7月14日㈰ 14：00～

◆ブルーホールフェスティバル
　コンサートと展示と工作でエスプ
の青い洞窟を楽しもう
と　き　7月28日㈰
　　　　コンサート 第1部13:00～、
　　　　　　　　　第2部17:00～
　　　　館内宝探し 10:00～17:00

 ホワイエ

◆シオーモ絵本まつり「絵本とおともだち」
　こどももおとなも絵本の世界で遊
　んじゃおう！

と　き　8月4日㈰ 10:00～15：00
内　容　スタンプラリー、
　　　　落下傘や布バッ
　　　　グの作成、「いち
　　　　にちパンダ」作者
　　　　の日下美奈子さ
　　　　んワークショッ
　　　　プなど
企　画　シオーモ絵本のなかまたち

 ◆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
 学習室１
パッチワークを
はじめませんか　　　　　　　　　

「ペットボトル入れ」
と　き　7月17日㈬ 10：30～15：30
対　象　先着20人 材料代 1,500円
持ち物　裁縫道具・昼食
講　師　西村清子さん(東玉川町)
申　込　7月2日㈫ 10:00～
おもちゃ病院がやってくる
と　き　7月14日㈰ 13：00～15：30
講　師　おもちゃ病院チャチャチャ
申　込　7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　7月6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

◎行事･イベント

 エスプ1F駐車場・学習室1
仙台市天文台 移動天文車ベガ号に
よる天体観測会
と　き　7月26日㈮ 19：30～20:30
定　員　30人
申　込　7月2日㈫ 10:00～
※雨天時は星図の使い方などのワー

クショップを行います

 本の森

◆サットさんのSTORY TIME!
　たのしく英語であそぼう！
と　き　7月21日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 学習室１

まんがを描いてみよう講座
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)
対　象　小学4年生～中学生
　　　　20人程度
受講料　500円(材料代)
　　　　※5回分を初回に集めます
講　師　ひが栞さん(漫画家、塩竈市)
申　込　受け付け中 電話か直接エスプへ
※希望のコースをお伝えください

 創作室

◆ブルーホールフェス×創作室
　「みんなでつくる、うみのせかい」
と　き　7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
◆かんたん工作おもしろ創！
　「みなと祭のうちわづくり」
と　き　7月13日㈯、14日㈰
たのしいふれあい工作！
 「たわしでトリさんをつくろう」
と　き　7月7日㈰ 10:00～15:00
対　象　先着10人　参加料 100円
講　師　千葉幸一さん
簡単アロマストーンを作ろう！
と　き　7月12日㈮ 10:30～11:30
対　象　先着8人　参加料　200円
持ち物　エプロン  講師 naokoさん
申　込　受け付け中
えっぐおじさんのたまごの学校
　かわいいたまごクラフトをみんなで作ろう
と　き　7月21日㈰ 10:15～12:00
対　象　先着30人(幼児は保護者同伴)
材料代　500円  講師 菊池克三さん
申　込　受け付け中
◆キッズ織りつなぎ
　なが～いさをりを織ろう！
と　き　8月3日㈯ 13:00～16:00
対　象　小学生以上(1人約15分)
講　師　大浪幸子さんp19

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

※5月1日㈬・2日㈭は17:00閉館
　5月28日㈫～31日㈮は　
　特別整理期間

エ　ス　プ

｢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

市民図書館

生涯学習のとびら生涯学習のとびら

公　民　館

⑦スマートフォン講座(アンドロイド)
と　き　6月5日㈬、12日㈬
　　　　10:30～12:00
講　師　門間 愛さん
⑧スマートフォン講座(アイフォン)
と　き　7月3日、7月10日㈬
　　　　10:30～12:00
講　師　門間 愛さん
⑨天文学
と　き　7月7日㈰、12月1日㈰
　　　　14:00～16:00
講　師　仲千春さん

 ◆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　5月11日㈯
　①11:00～②14:00～③15:00～
　「若返りの水」「トムさんと悪友」
　(2話で15分)
と　き　5月18日㈯
　①11:00～②14:00～③15:00～
　「猫女房」「ショックで直せ」
　(2話で14分)

 4階おはなしの部屋

勤労者カレッジ講座
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
※先着順
①ヨガ
と　き　毎月㈭ 19:30～21：00
講　師　鈴木由美さん
②クッキング
と　き　第2・4㈭ 19:00～21:00
講　師　川口真奈美さん

③お菓子づくり
と　き　第3㈭ 19:00～21:00
講　師　川口真奈美さん
④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
⑤着物着付け
と　き　第1・3㈮ 19:00～21:00
講　師　岡澤マキ子 さん
⑥茶道（裏千家）
と　き　第1・3㈮ 19:00～21:00
講　師　滝井正巳さん

⑦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
⑧スマートフォン講座(アンドロイド)
と　き　7月3日、7月10日㈬
　　　　10:30～12:00
講　師　門馬 愛さん
⑨天文学
と　き　7月7日㈰、12月1日㈰
　　　　14:00～16:00
講　師　仲 千春さん

公民館教室
対　象　市内在住・在勤の20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華道
と　き　第2・4㈮ 10:00～12：00
講　師　阿部芳逍さん
②煎茶道
と　き　第1・2・3㈫ 10:00～12:00
講　師　佐藤南智さん

③料理
と　き　第1・3㈪ 10:00～12:00
講　師　松野 茂さん
④着物着付・礼法
と　き　第3・4㈪ 10:00～12:00
講　師　岡澤マキ子さん
⑤陶芸
と　き　第1㈯・2㈪ 13:00～15:00
講　師　岡崎雅芳さん
⑥日本画
と　き　第2・4㈮ 13:30～15:30
講　師　鈴木利平さん

⑦絵画
と　き　第2・4㈫ 14:00～16:00
講　師　吾妻 篤さん
⑧書道
と　き　第1・3・4㈬ 18:00～20:00
講　師　鈴木花園さん、板宮青嵐さん
⑨民謡
と　き　毎週㈪ 18:30～20:30
講　師　鈴木松栄さん

あたらしいこと、はじめてみませんか？

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
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７月の図書館・エスプ休館日

視聴覚センター

桜菓子姫
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