
絵本であそぼう!Part2
　絵本「どんぐりむらのぼうしやさ
ん」を題材にした造形遊びをします。
と　き　10月9日㈬ 11:15～12:00
対　象　幼児(2歳以上)と保護者10組
申　込　9月10日㈫～4階カウンタ
　　　　ーまたは電話で
※当日は、汚れてもいい服装で参加
　ください
ご朱印帳をつくってみよう
　オリジナルのご朱印帳を作ります。
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　3階カウンターまたは電話で

 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　9月17日㈫
ところ　保健センター

Excel(エクセル)入門講座
　3日間でエクセルの基礎操作を分
かりやすく学べる講座です。
と　き　9月25日㈬～27日㈮ 10:00～

（2時間程度）※3日間連続講座
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　9月9日㈪ 8:30～

遊ホール

◆おはなし ぱんどら
　パネルシアター、エプロンシアタ
ー、てあそび、紙しばい、手作りの大
型紙芝居もあります。
と　き　9月7日㈯ 13:30～14:00
◆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　9月10日、17日、24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
　楽しい絵本と手遊びがいっぱい!
と　き　9月20日㈮ 11:00～11:30
◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　9月22日㈰ 15:00～15:30
内　容　 “コップ”を使った手品
◆手のひらの会
　はじまるよ!はじまるよ!楽しい紙
芝居。
と　き　9月28日㈯ 11:00～11:30

 4階視聴覚室

◆子ども映画会
と　き　9月14日㈯
「鬼婆さんが仲人」「夢と消えたバカンス」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～③15:00～
と　き　9月21日㈯
「きき耳ずきん」「赤ちゃんはいいな」
(2話で約15分)
①11:00～②14:00～③15:00～
◆図書館さんぽ～自然現象～
　地球を舞台に、大自然の偶然が導
く不思議で華麗な自然現象をスクリ
ーンで鑑賞しませんか。
と　き　9月28日㈯ 10:30～/13:30～

 4階創作室

◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　9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

・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

視聴覚センター

　映画音楽や歌謡曲など、多様なジャンルのリクエス
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22日㈰ 15:00～(開場14:00)  
入場料　1,000円
出　演　テリー橋本、佐藤由愛、佐藤開生 ほか
演　奏　しおがまポップスオーケストラ

プレイガイド(共通)
メロディーズ、松尾カメラ、フジサキスポーツ、喫茶ノンノン、美容室マ
サヒコ、しおがま・まちの駅、ヤマザキショップ塩釜すずきや店、金犬く
ん利府店、遊ホール協会(壱番館4階)

　古典芸能を身近に感じていただくため、台詞、音楽、
舞踊の要素が一体となった歌舞伎舞踊を、衣装を着け
ずに紋付袴姿の素踊りでお届けします。
と　き　10月8日㈫ 18:30～(開場18:00) 
入場料　一般 2,000円、高校生以下 1,000円
　　　　(いずれも当日500円増)
出　演　中村鷹之資

◆しおがま名曲コンサート8 
　あなたが聴きたかったあの名曲を生演奏で!

◆ようこそ!古典芸能の世界へ
　～若手歌舞伎役者による舞踊とトークの会～

ス
生
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◎行事・イベント

 エスプホワイエ

◆エスプコンサート Domenica69
　音楽は人生のパートナー 第2章
　なつかしい歌、なつかしい曲。
と　き　10月5日㈯ 14:00～15:00
曲　目　庭の千草、ロンドンデリー
　　　　の歌ほか
出　演　渡辺貴美江(歌)、上西雅恵/

庄司由貴(ピアノ)、宮沢満
里子/長崎邦子(フルート)

 創作室

◆かんたん工作おもしろ創！
　「ペットボトルキャップでのれん作り」
と　き　9月14日㈯、15日㈰
　　　　開館時間中
対　象　どなたでも1日10人程度
　　　　※材料が無くなり次第終了
大人のあそび時間
UVレジンで作る!かんたんアクセサリー
と　き　9月26日㈭ 10:30～12:30
　　　　(エスプ創作室)
　　　　9月28日㈯ 10:30～12:30
　　　　(公民館第1会議室)
対　象　18歳以上 各5人
材料代　700円
申　込　9月3日㈫ 10:00～
　　　　材料代を添えてエスプ窓口まで

 アートギャラリー

◆灯る花と主張する風景
　植物と風景の水彩画10点を展示
します。
と　き　9月3日㈫～8日㈰
◆第33回ふれあい作品展
　2市3町の小中学校と利府支援学
校の児童生徒の絵画、平面、立体作品
を展示します。
と　き　9月10日㈫～27日㈮
◆第9回Quatre(キャトル)写真展
　地元の祭や風景などの写真約40
点を展示します。
と　き　10月1日㈫～6日㈰

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください
◎9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
「ネコの細長ポーチ」

と　き　9月18日㈬ 10:30～15:30
対　象　どなたでも20人
材料代　1,500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　9月3日㈫ 10:00～
おもちゃ病院がやってきた
　こわれたおもちゃを治してくれます。
と　き　9月8日㈰ 13:00～15:30
講　師　おもちゃ病院「チャチャチャ」
※部品代がかかる場合があります

 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。
と　き　毎週㈬㈮ 11:00～12:00
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　9月7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　9月15日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 空中庭園

◆しおがま☆をみる会
　月面、土星、木星を見ます。
と　き　10月5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)

 そのほか
◆秋の親子ふれあいピクニック
　梨狩りへ・レッツゴー!!
と　き　10月2日㈬ 10:30～13:00
ところ　利府町内梨園
対　象　幼児と保護者13組
参加料　一組500円
企　画　子育て支援 ふぉ・ゆ
申　込　9月20日㈮ 10:00
　　　　～27日㈮   17:00
　　　　参加料を添えてエスプ窓口まで
◆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
塩釜市芸術文化祭
第35回記念大会開催!
【展示・舞台合同開催】
と　き　10月5日㈯ 10:00～(開場9:30)
      　　10月6日㈰ 9:30～(開場9:00)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
記念事業　バレエ・フラ特別講演、
　　　　　茶道吟
入場チケット　2日間共通500円

 ◆印は参加無料・当日直接おいでください

 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　9月3日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

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
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９月の図書館・エスプ休館日

市民図書館

公　民　館

細長 チ」

き 9月18日㈬ 10:30～1
象 どなたでも20人

桜菓子姫
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