
  塩竈公立図書館開館100周年記念
  大人のための“聴く”文学
  第14回塩釜文 楽 館
  朗読劇「ファミリーツリー｣　
と　き　8月30日㈬ 13:00～15:00　 
定　員　30人程度(参加無料)
講　師　塩釜文 楽 館と名取リーディングクラブの皆さん
申　込　8月1日㈫ 10:00～図書館3階カウンターか電話で

  ◆夏休みだ!映画をみよう!
と　き  8月23日㈬ 11:00～
　　　　｢ガリバー旅行記｣ほか2話
　　　　（短編3話で約32分）

 5階和室
  杉山 亮さん ものがたりライブ
と　き　8月19日㈯ 10:30～12:00
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

杉山亮さん
プロフィール
　1954年、東京生
まれ。児童書作家、
ストーリーテラー、
おもちゃ作家。全国各地で講演会、ワー
クショップ、ものがたりライブなどの
活動を行う。

 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｣
　絵本の読み聞かせとふれあいあそび
と　き　8月1日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

  ◆おはなし火ようび
　絵本の読み聞かせや紙芝居など
と　き　8月8日、15日、22日、
　　　　29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
　楽しい絵本を子どもたちに紹介しま
す。今月は何がでるかなー？
と　き　8月18日㈮ 11:00～11:30

  ◆手のひらの会
　はじまるよ！たのしい紙芝居
と　き　8月26日㈯ 11:00～11:30

 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　～8月27日㈰
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27日㈰ 15:00～15:30

 4階創作室
  ◆みんな集まれ オープン創作室！
　親子で自由工作をしよう！
と　き　8月2日㈬～4日㈮
　　　　10:15～17:00
対　象　親子(幼児を含む)、小学生

  Word(ワード)入門講座
　3日間でワードの基本操作をわかりや
すく学べる講座です。(Word2016使用)
と　き　8月29日㈫～31日㈭
　　　　10:00～13:00※3日間連続
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　8月7日㈪ 8:30～電話で

  はじめてのタブレット講座
　タブレット端末に興味のある方、触
ってみたい方など初心者でも分かりや
すく学べる講座です。
と　き　9月22日㈮ 13:30～15:30
受講料　無料
申　込　8月21日㈪ 8:30～電話で

  ◆野中さんと紙でふしぎ？を作ろう
と　き　8月13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

 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29日㈫　ところ　保健センター

  ◆貴重書庫収蔵資料の一部の展示
　今年は生誕450年を迎える伊達政宗公
がテーマです。塩竈の歴史にも関わりがあ
る政宗公の貴重な資料をご覧ください。
と　き　8月8日㈫～30日㈬
　　　　※期間中展示替あり
ところ　図書館3階ショーケース

・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

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)
ゲスト出演　山本高史（仙台フィルハーモニー管弦楽団）、只野展也ほか
協　力　劇団I.Q150、菅野音楽教室

　演劇や音楽、ダンスが好きな方、舞台道具や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。まずは説明会に参加ください。
対　　象　市内在勤在住の方(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　説明会　8月30日㈬ 19:00～　
公開稽古　8月17日㈭ 19:00～21:00　 応募締切　9月6日㈬　
練習期間　9月6日㈬～　公演予定　平成30年2月17㈯、18日㈰

　映画音楽や歌謡曲などの多様なジャンルから、リクエストをもとに選曲された
心に染みる、思い出の名曲を生演奏でお楽しみください。
と　き　9月24日㈰ 15:00～　 入場料　1,000円　出演　太田代将孝、テリー橋本ほか

と　き　10月10日㈫ 18:30～　共催 塩釜ユネスコ協会
入場料　前売り一般1,500円(当日2,000円)前売り高校生以下1,000円(当日1,500円)
チケット販売開始　8月5日㈯

視聴覚センター

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！≫

アメリカ空軍太平洋音楽隊ビッグバンドJazzコンサート

しおがま名曲コンサート６ あなたが聴きたかったあの名曲を生演奏で!

すぎ やま あきら

ほか
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  ◆かんたん工作おもしろ創！
   オリジナルうちわをつくろう
と　き　8月2日㈬、3日㈭
　　　　10:00～16:00
対　象　どなたでも1日15人程度

  ◆キッズおりつなぎ
と　き　8月16日㈬、17日㈭ 14:00～16:00

 学習室２
  はじめてみよう　さをり織り
と　き　8月25日㈮、26日㈯
　　　　①13:30～14:30
　　　　②15:00～16:00
参加費　500円(材料代)
講　師　大浪幸子さん
　　　　(｢さをりひろば余暇よか｣代表)
申　込　8月1日㈫ 10:00～
　　　　希望日の前日17:00まで

 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　展示中～8月6日㈰
 
  ◆第14回 パレットクラブ絵画展
　額装の油絵約40点を展示します。
と　き　8月22日㈫～27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29日㈫～9月8日㈮

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

  音楽講座｢MY CLASSIC～♪チェロ  
  の調べにのせて～♪｣受講生募集中
　音楽にまつわるお話とチェロ･西洋音楽
演奏で、楽しいひとときを過ごしませんか。
と　き　9月19日㈫ 13:00～15:00
ところ　ふれあいエスプ塩竈エスプホール
受講料　無料
講　師　三浦優葉さん(チェリスト)

  第70回塩竈市美術展 作品募集!
開催期間　11月7日㈫～12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21日㈯～22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

 4階視聴覚室
  ◆こども映画会
と　き  8月12日㈯
｢おしらさま｣｢透明ネズミ｣(2話で15分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～

　 8月のボランティア自主事業
 エスプホール
  ◆第19回チャリティーコンサート2017
     ～夏の終わり 思い出にのせて～
　歌やピアノ、エレクトーン、フルート、サ
ックスの演奏などをお楽しみください。
と　き　8月18日㈮ 18:00～20:00
曲　目　｢木綿のハンカチーフ｣｢いのち
の理由｣｢アメージング･グレース｣ほか
出　演　近藤敬一さん、平尾綾さん、リ
　　　　リーズ･コールの皆さん ほか

 空中庭園
  ◆しおがま☆をみる会 ※晴天のみ
　月面、土星、木星、アルビレオなどを見ます。
と　き　8月26日㈯ 19:30～20:30
対　象　小学生以上どなたでも
　　　　(中学生以下保護者同伴)

 学習室1
  パッチワークをはじめませんか
  ｢花のブローチ」
と　き　8月23日㈬
　　　　10:30～15:30
定　員　先着20人
　　　　(どなたでも)
材料代　1,000円
持ち物　裁縫道具、昼食
講　師　吉田九重子さん(多賀城市)
申　込　8月2日㈬ 10:00～

 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
※16日㈬、18日㈮はお休みです

  ◆おはなしぱんどらのおはなし会
と　き　8月13日㈰ 11:00～11:30
内　容　パネルシアターや紙芝居など

 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　8月5日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと･えすけっと

     行事・イベント
 
 創作室
  ふれあい創ing
　牛乳パックから紙をつくろうリターンズ
と　き　8月15日㈫ 10:30～12:00
対　象　どなたでも10人程度
申　込　8月1日㈫ 10:00～
持ち物　汚れてもよい服またはエプロン

◆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

　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　～9月10日㈰ 10:00～17:00 　
観覧料(企画展＋常設展セット)　一般500円、高校生100円、中学生以下無料

と　き　8月11日（金・祝） 14:00～15:00　※要企画展観覧料
話し手　三瀬夏之介さん(日本画家･東北芸術工科大学教授)、坂本大三郎さん(山伏 
　　　　･イラストレーター)、ハタユキコさん(画家)

　心のなかにあっても普段なかなか表に出せないような大きなエネルギーで大講
堂ののびやかな空間でおもいっきり体を動かし表現します。
と　き　8月27日㈰ 14:00～16:00　参加費　300円
対　象　小学4年生～中学3年生　講師　川畑えみりさん（ダンサー）

と　き　8月19日㈯ 11:00～　　対象　小学生(参加無料)

と　き　8月6日㈰ 13:00～15:00　ところ　大講堂　対象　小学生以上
参加費　500円(材料費込) 　持ち物　汚れてもよい服またはエプロン

塩竈市杉村惇美術館

ESP DANCE PES 2017 開催決定！
出場チーム募集!
と　き　12月2日㈯
対　象　小中学生、高校生以上
申　込　9月12日㈫～10月13日㈮
　　　　申込用紙を持参、ファクスまたは郵送

墨画ワークショップ｢墨画で大きな木を描こう｣

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｣

＜関連企画＞クロストーク｢絵画の企みを読み解く｣

＜関連企画＞身体表現ワークショップ｢ゆらゆら!まっすぐ脱線ダンス。｣

こども探偵事務所

市民図書館
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