
 

◆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
　幼児から小学生向けの映画を上映
します。
と　き　9月8日㈯(2話で15分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
「山伏と白い狼」「こわいお手伝いさん」
と　き　9月15日㈯(2話で15分)
①11:00～ ②14:00～ ③15:00～
「月日のたつのは早い」
「ピアノコンサート」

絵本デビューフォローアップ講座
｢親子で楽しむわらべうた｣
と　き　9月19日㈬ 11:00～11:45
対　象　乳幼児と保護者20組程度
※子育てボランティアに関心のある
　方、保育士など
講　師　武田節子さん
(ストリーテラー｢こがねさらさら｣主宰)
申　込　4階カウンターまたは電話で

◆図書館さんぽ｢深海の不思議｣
　暗黒と超高圧のなぞに包まれた
深海の生物たちをかいま見よう。
と　き　9月29日㈯
①10:30～12:00②13:30～15:30

新聞の読み方講座
　在塩のベテラン記者が、新聞の読
み方や各紙の報道の違い、新聞の裏
話などを楽しく語ります。
と　き　10月17日㈬ 10:30～12:00
対　象　大人20人(先着順)
講　師　渡辺豊さん
(毎日新聞社仙台支局塩釜駐在記者)
申　込　9月18日㈫ 10:00～
　　　　3階カウンターまたは電話で

 4階おはなしの部屋

◆おはなしぱんどら
　パネルシアターやエプロンシアタ
ー、てあそび、大型紙芝居など。
と　き　9月1日㈯ 13:30～14:00

◆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　9月4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　9月11日、18日、25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21日㈮ 11:00～11:30
◆てのひらの会
　はじまるよ！楽しい紙芝居。
と　き　9月22日㈯ 11:00～11:30

 4階児童書フロア
◆手品おじさんと遊ぼう!
と　き　9月16日㈰ 15:00～15:30
内　容　“コップ”を使った手品の実演

 4階創作室
◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　9月9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
絵本であそぼう！Part2
「はっぱ」で作ろう動物たち
　絵本｢はっぱ｣を題材にした造形遊
びをします。
と　き　10月10日㈬ 11:00～11:45
対　象　幼児(2歳以上)と保護者
　　　　10組程度

申　込　9月11日㈫～
　　　　4階カウンターまたは電話で
※汚れてもよい服装でお越しください

 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　9月18日㈫
ところ　保健センター

 5階遊ホールホワイエ
大人のための“聴く”文学　　
第15回塩釜文 楽 館
｢『智恵子抄』ふたたび」　
　耳で聴いて楽しむ“ものがたり”を
お届けする｢塩釜文 楽 館｣。今回は、
第1回目で取り上げた高村光太郎『智
恵子抄』をもう一度お届けします。
と　き　9月26日㈬ 14:00～15:30
定　員　30人程度(参加無料)
講　師　塩釜文 楽 館の皆さん
申　込　9月4日㈫ 10:00～
　　　　3階カウンターまたは電話で

パソコン入門講座(Windows10)　
　3日間で、パソコンの基礎操作を
分かりやすく学べます。
と　き　10月23日㈫～25日㈭
　　　　10:00～13:00
　　　　※3日間連続講座
受講料　1,000円(テキスト代)
申　込　9月18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

　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
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)

しおがま名曲コンサート7　
あなたが聴きたかったあの名曲を生演奏で！

遊ホール

市民図書館
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 ◆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
 エスプホール
◆エスプコンサートDomenica61
　シネマの風に乗ってPARTⅡ
　～あの夏へ～
と　き　9月8日㈯ 14:00～15:00
曲　目　風と共に去りぬ～タラのテ

ーマ～、ニューシネマパラ
ダイスメドレー ほか

出　演　String G-Forestさん

 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
話し手　子育て支援ふぉ・ゆ
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5日㈮ 10:30～13:00
ところ　利府町内梨園
対　象　幼児と保護者13組
参加費　1組500円
企　画　子育て支援ふぉ・ゆ
申　込　9月19日㈬ 10:00～
　　　　参加費を添えてエスプ窓口まで

 本の森
◆本のちょっと
―お話とギターの調べを楽しもう―
と　き　9月1日㈯ 11:00～11:30
話し手　きっと･えすけっと
対　象　小学生以上
◆サットさんのSTORY TIME!
　たのしく英語であそぼう!
と　き　9月16日㈰ 14:00～
講　師　サットさん(塩竈市ALT)

 学習室1
パッチワークを
はじめませんか
｢ぶどうのタペストリー｣
と　き　9月26日㈬
　　　　10:30～15:30

材料費　1,500円
対　象　どなたでも20人
持ち物　裁縫道具･昼食
講　師　西村清子さん(東玉川町)
申　込　9月5日㈬ 10:00～

◎行事・イベント

 学習室1
おやこdeキッチン事業
～おいしい食のワークショップ～
　プログラム2｢干してみよう!お家
で作る乾物となつかしいおやつ｣
と　き　10月13日㈯ 10:00～12:30
対　象　小学生と保護者(祖父母も可)
　　　　16組
参加費　1組1,000円(材料費)
講　師　吉田恵子さん
　　　　(キッズkettle`s kitchen)
持ち物　エプロン、三角巾、
　　　　上靴(小学生のみ)
申　込　受付中
※プログラム3は12月予定

 学習室2
おもちゃ病院がやってくる
　壊れたおもちゃをなおしてくれるよ。
と　き　9月9日㈰ 13:00～15:30
申　込　受付中

 創作室
ふれあい創ing
｢陶器風ブローチをつくろうリター
 ンズ｣
と　き　9月25日㈫ 10:30～12:00
対　象　どなたでも10人程度
申　込　9月4日㈫ 10:00～
◆かんたん工作おもしろ創！
「かんたんステンドグラスをつくろう」
と　き　9月中開館時間内
対　象　どなたでも10人程度
※幼児は保護者同伴
※材料なくなり次第終了

クラフトバンドで学生かばんをつくろう
　ミニチュアサイズの学生かばんを
つくってみませんか。
と　き　9月8日㈯ 10:30～12:00
対　象　小学生以上15人
材料費　500円　申 込　受付中
講　師　角田啓子さん(清水沢)

◆ふれあい貝がら工作
と　き　9月9日㈰ 10:00～15:30
講　師　千葉幸一さん(創作室ボランティア)

 アートギャラリー
◆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　展示中～9月9日㈰
◆第32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11日㈫～28日㈮
◆平間至写真講座・私の宝物
　塩竈フォトフェスティバル・ニコン中
学生フォトブックプロジェクト特別企
画で、平間至さんの写真講座を受けた市
内中学生が撮影した写真を展示します。
と　き　9月29日㈯～10月14日㈰

ESP DANCE PES2018
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11日㈫～10月13日㈯
申込用紙を持参、ファクスまたは郵
送（10月13日必着）
※高校生ボランティア募集中
　(10月3日まで)

第34回塩釜市芸術文化祭
【展示･舞台合同開催】
と　き　10月6日㈯、7日㈰
      　　10:00開演(9:30開場)
ところ　遊ホール(壱番館5階)
入場チケット　500円(2日間共通)
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
作品搬入日　10月20日㈯、21日㈰
※公民館にある募集要項をご覧にな
　り、応募ください

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
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９月の図書館・エスプ休館日

桜菓子姫
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