
 4階視聴覚室
◆こども映画会
①11:00～②14:00～③15:00～
と　き　8月18日㈯(2話で15分)
「ムカデの医者むかえ」
「やんちゃな生徒」
と　き　8月25日㈯(2話で15分)
「一足千里のわらじ」「天国と地獄」
◆夏休みだ!映画をみよう!
と　き　8月22日㈬11:00～
「ミッキー大集合!」(短編5話 約33分)
親子で育つ!ポカポカコミュニケー
ション講座
と　き　9月1日㈯ 10:30～12:00
対　象　小学生5、6年生の親子
　　　　(子どもだけの参加も可)
申　込　8月1日㈬～
　　　　電話か図書館カウンターへ
ハッピーエンディングノート書き方講座
と　き　9月13日㈭ 10:30～12:00
対　象　大人20人(先着順)
参加費　500円(ノート代)
申　込　8月21日㈫～
　電話か図書館3階カウンターへ
　
 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。
と　き　8月7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、紙芝居など。
と　き　8月14日、21日、28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
　楽しい絵本を紹介します。
と　き　8月17日㈮ 11:00～11:30

 4階児童書フロア
◆としょかんクイズ
　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26日㈰
対　象　幼児から小学生

◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　8月26日㈰ 15:00～15:30
内　容　“トランプ”を使った手品

 4階創作室
◆みんな集まれ オープン創作室!
と　き　8月1日㈬～4日㈯
　10:15～17:00(4日のみ16:00まで)
対　象　親子(幼児含む)、小学生
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!
～公務員・市役所職員編～
と　き　8月7日㈫ 14:00～15:00
対　象　中・高・大学生、専門学校生
定　員　20人程度(申込先着順)
申　込　電話か図書館カウンターへ
◆野中さんと紙でふしぎ?を作ろう
と　き　8月12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
◆「オープン アトリエ」へどうぞ!
　油絵、書道などの制作スペースとして
自由にご利用ください。(入場制限あり)

と　き　9月1日㈯ 10:00～16:00
※作品の搬入・搬出は各自で。

 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　8月28日㈫ ところ 保健センター
◆貴重書庫収蔵資料展Ⅰ
　今回のテーマは、新魚市場が完成し
注目を集める塩釜港。過去の地図や写
真、ポスターで歴史を振り返ります。
と　き　～8月30日㈭
ところ　図書館3階ショーケース

タブレット入門講座　　　　　　　
　初めての方や初心者向けの3日間
で、基礎操作などを学べます。
と　き　8月28日㈫～30日㈭
※3日間連続講座10:00～13:00
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　8月6日㈪8:30～電話にて

・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　8月5日㈰ 14:00～(開場13:30)　
入場料　前売1,500円、当日2,000円

と　き　9月23日㈰ 15:00～(開場14:00)　入場料 1,000円
出　演　太田代将孝、テリー橋本、杜はるか　ほか
演　奏　しおがまポップスオーケストラ
※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)
　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

佐藤皖山ファミリーコンサート～夢竹夢箏の調べ(箏・三絃・尺八)～

しおがま名曲コンサート7

遊ホール

　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。体
験稽古も開催します。未経験者大歓迎！
対　象　市内在勤在住の方
　　　　(小学生以上、未就学児要相談)
説明会　8月29日㈬ 19:00～（壱番館５階和室）
練習期間　9月5日㈬～　公演予定　平成31年2月16、17日

と　き　8月26日㈰ 14:00～(開場13:30)

塩竈夢ミュージカル≪出演者・スタッフ募集!!≫

横浜YMCA Port Friends ハンドベル・コンサート（入場無料）
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 ◆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
 エスプホワイエ
◆エスプコンサートDomenica60 
　おとの玉手箱
と　き　8月19日㈰ 14:00～15:00
曲　目　赤とんぼ、革命 ほか
出　演　下山とくこさん(塩竈市)

 学習室1
パッチワークを
はじめませんか
｢キーケース｣
と　き　8月22日㈬
　　　　10:30～15:30
材料代　1,000円
対　象　どなたでも20人
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8日㈬ 10:00～

 1階駐車場･学習室1
仙台市天文台 移動天文車ベガ号に
よる天体観望会
と　き　8月22日㈬ 19:20～20:30
対　象　親子　　定員　30人
申　込　8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。

 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。
息抜きおしゃべりタイムもあります。
と　き　毎週㈬㈮ 11：00～12：00
　　　　※15日、17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4日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと･えすけっと

◆サットさんのSTORY TIME!
　たのしく英語であそぼう!
と　き　8月19日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

◎行事・イベント

 エスプホール
＜20周年記念事業＞
◆ブルーホール
　コンサート
　塩竈ゆかりのアー
ティストによる、塩竈
の魅力を満喫してください。
と　き　8月12日㈰17:00～(16:30開場)
出　演　髙橋勇弥さん、佐藤寛人さん、
　　　　 あおぞらそらたさん ほか
◆第20回チャリティーコンサート2018
～夏の終わり 思い出にのせて～
と　き　8月24日㈮ 18:00～20:00
曲　目　君に会えて、アルヴァマー  
　　　　序曲 ほか
出　演　近藤敬一さん、鈴木はりこ
　　　　さん、夛田真一さん　ほか
◆ムジカトゥッティ音楽療法フェスタ
　 IN塩竈2018
と　き　8月25日㈯ 14:00～（13:30開場）
内　容　歌、楽器演奏、ダンス
出　演　たたら康恵さん(NPOムジ
　　　　カトゥッティ理事長) ほか

 創作室
年に1度のおり姫気分！さをり織り
をたのしもう！
と　き　8月8日㈬ 10:00～16:00
（各1時間ずつ6コマ3人まで）
対　象　小学生以上どなたでも
材料費　500円  講師 大浪幸子さん
申　込　受付中
かんたん工作おもしろ創！
「キラキラドーム作り」
と　き　8月9日㈭ 10:30～11:30
対　象　どなたでも10人
持ち物　広口ビン、ミニフィギュア
申　込　受付中

えっぐおじさんのたまごの学校
　たまごのからをデコレーションし
て、オリジナル作品をつくってみよう!

と　き　8月18日㈯10:15～12:00
対　象　小学生以上どなたでも30人
材料費　500円
持ち物　汚れてもよい服装、たまご
　　　　に描くイラスト･アイデア
講　師　菊地克三さん
　　　　(名取市･えっぐ工房｢殻｣代表)
申　込　受付中
 
 アートギャラリー
◆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1日㈬～5日㈰
◆第15回パレットクラブ絵画展
　油絵約40点を展示します。
と　き　8月21日㈫～26日㈰
※最終日は16:00まで
◆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28日㈫～9月9日㈰

第71回塩竈市美術展作品募集！
開催期間　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㈰
※公民館にある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

 5階和室
杉山 亮さんものがたりライブ
と　き　8月22日㈬13:30～15:00
対　象　小学生以上、親子(おはなし

がきける幼児)、大人、よみ
きかせボランティアなど

定　員　50人(申込先着順)
申　込　電話か図書館カウンターへ
※ライブ終了後、サイン会を4階お
　はなしの部屋で行います

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

生涯学習のとびら生涯学習のとびら

市民図書館
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土金木水火日 月

6
13
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８月の図書館・エスプ休館日

5:30

桜菓子姫
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