
◆夏休みに映画をみよう!
　「おしりたんてい」が大活躍!
みんなで応援してね。
と　き　8月24日㈯ 11:00～11:40
　　　　(短編2話 約40分)

 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など。
と　き　8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
　図書館員による絵本の読み聞か
せ、紙芝居など。
と　き　8月13日、20日、27日㈫
　　　　11:00～11:30
対　象　幼児と保護者
◆おはなしびっくり箱のちっちゃ
　な絵本の部屋
　楽しい絵本を紹介するびっくり箱。
と　き　8月16日㈮ 11:00～11:30

 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。参加者には、職員手作
りの記念品をプレゼント。
と　き　8月25日㈰まで
対　象　幼児から小学生

◆手品おじさんと遊ぼう!
　“トランプ”を使った手品の実演。
と　き　8月25日㈰ 15:00～15:30

 3階ショーケース
◆貴重書庫収蔵資料展Ⅰ
　図書館の約3,000点の貴重資料
の一部を展示する企画展。今回のテ
ーマは仏画です。
と　き　8月1日㈭～30日㈮

 5階和室
杉山 亮さん ものがたりライブ
と　き　8月21日㈬ 13:30～15:00
対　象　小学生以上、親子(お話が
　　　　聞ける幼児)、一般、よみき
　　　　かせボランティアなど
定　員　50人(先着順)
申　込　図書館カウンターまたは
　　　　電話で
※当日、無料の駐車場はありません。
　公共交通機関を利用ください

 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　8月27日㈫ 
ところ　保健センター

遊ホール

◆野中さんと紙でふしぎ？を作ろう
　“おもちゃと折り紙”を作る。
と　き　8月4日㈰ 14:00～15:00
対　象　小学生以上 10人程度
YA(ヤングアダルト)夢★応援 未来塾
現役スペシャリストに教えてもらおう!
～海上保安官編～
と　き　8月6日㈫ 14:00～15:00
講　師　宮城海上保安部
対　象　中学生、高校生
定　員　20人程度※先着順
申　込　図書館カウンターまたは電 
　話で
◆ティーンズ・ティー・タイム
　お茶を楽しみながら、本について
たくさんお話しましょう!
と　き　8月9日㈮ 14:00～16:00
イベント内企画
14:30～15:00
「オリジナルブックカバーを作ろう」
15:30～16:00
「ブックトークを楽しもう」
ボトルアクアリウムをつくりませんか
　小さなボトルに水草などを入れて、い
やしのアクアリウムを作りませんか。
と　き　8月25日㈰13:30～(2時間程度)
材料費　1,500円
対　象　大人15人(先着順)
申　込　電話または3階カウンターで
ご朱印帳をつくってみよう
と　き　9月11日㈬13:30～(2時間程度)
材料費　1,000円
対　象　大人15人(先着順)
申　込　8月20日㈫10：00～
      　　電話または3階カウンターで

 4階視聴覚室

◆こども映画会
と　き　8月10日㈯
「取っつく引っつく」「逃げてきたライオン」
（2話で14分）
①11:00～②14:00～③15:00～
と　き　8月17日㈯
「天狗の隠れみの」「捨てネズミ」
（2話で15分）
①11:00～②14:00～③15:00～

・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

　あなたの好きな名曲をオーケストラで
生演奏します。曲にまつわるエピソード
を添え、はがきまたはメールで応募くだ
さい。(最終締切8月13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

第8回しおがま名曲コンサート リクエスト募集!
 (9月22日公演予定)

広報しおがま2019年8月号 18



◎行事・イベント
 エスプホワイエ

◆エスプコンサート Domenica68
　「さくっと音楽史」

　ピアノの演奏をお楽しみください。
と　き　9月8日㈰ 14:00～15:00
曲　目　幻想即興曲、月の光 ほか
出　演　下山とくこさん(塩竈市)

 エスプホール

◆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4日㈰ 10:00～15:00
対　象　幼児～小学生親子、一般
○見る・聞く
13:30～14:30「絵本作家 日下美奈
子さんワークショップ」
○作る
「ドレミ隊と楽器を作ってあそぼう!」、
「マイ布バッグをつくろう」、「プチパ
ラシュート作り」
○遊ぶ
10:00～13:00「どうぶつすごろく」
ほかにも、たくさんのブースが有りま
す!詳しくは、チラシをご覧ください。
企　画　シオーモ 絵本のなかまたち

◆第21回チャリティーコンサート2019
　～夏の終わり 思い出にのせて～

　それぞれの演奏家の「夏の思い出」
をお楽しみください。
と　き　8月23日㈮ 18:00～20:00
曲　目　「大切なもの」「少年時代」ほか
出　演　近藤敬一さん、夛田真一さん、
　　　　リリーズ・コールの皆さん ほか

 創作室

ふれあい創ing!
「レジンできらきらアクセサリー作り」

と　き　8月9日㈮
　　　　10:30～12:00/14:00～15:30
対　象　小学・中学・高校生
参加料　500円(材料費込)
定　員　各6人　申込　受付中

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

◎8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
「花かごミニタペストリー」

と　き　8月21日㈬ 10:30～15:30
対　象　どなたでも20人
材料代　1,300円
持ち物　裁縫道具・昼食・筆記用具
講　師　吉田九重子さん(多賀城市)
申　込　8月6日㈫10:00～

 空中庭園

◆しおがま☆をみる会
　月面、土星、木星を見ます。
　※晴天のみ
と　き　8月10日㈯ 20:00～20:40
対　象　小学生以上どなたでも
　　　　(中学生以下は保護者同伴)

 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
　　　　※8月14日、16日は休み
話し手　子育て支援 ふぉ・ゆ

 本の森

◆本のちょっと
　お話とギターを楽しもう。
と　き　8月3日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと・えすけっと
◆サットさんのSTORY TIME！
　楽しく英語で遊ぼう!
と　き　8月25日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 学習室1
あそびまショップ
　わらべうたやブラックパネルで楽しもう。
と　き　8月17日㈯ 10:30～11:30
対　象　幼児と保護者
申　込　8月2日㈮ 10:00～

 アートギャラリー
◆シオーモ絵本まつり
　子どもたちの描いた絵を展示します。
と　き　展示中～8月4日㈰
◆働く海の男の写真展
　世界の海・街・人々の写真約60点
を展示します。
と　き　8月6日㈫～16日㈮
◆ひが栞とみんなのがまじん作品展
　「まんがを描いてみよう講座」受講生
の作品や講師のイラストを展示します。
と　き　8月20日㈫～9月1日㈰

 そのほか
◆エスプフェイスブックをご覧ください
　イベント情報
などはこちらを
チェック！

第72回塩竈市美術展 作品募集!
開催期間　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階創作室
◆みんな集まれ オープン創作室!
　今年も親子で自由工作をしよう!
と　き　8月1日㈭～4日㈰
　　　　10:30～16:00
　　　　(12:00～13:00は昼休み)
対　象　親子(幼児を含む)、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・日祝）

開館時間

エ　ス　プ

生涯学習のとびら生涯学習のとびら
3
10
17
24
31

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

7
14
21
28

6
13
20
27

4
11
18
25

土金木水火日 月

5
12
19
26

８月の図書館・エスプ休館日

市民図書館

公　民　館
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桜菓子姫
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