
  第33回塩釜市芸術文化祭
【展示・舞台合同開催】
と　き　9月30日㈯、10月1日㈰ 10：00～
ところ　遊ホール(壱番館5Ｆ)
入場チケット　2日間共通500円

  第70回塩竈市美術展　作品募集!
展示期間　11月7日㈫～12日㈰
ところ　ふれあいエスプ塩竈エスプホール
作品搬入日　10月21日㈯、22日㈰
種　目　洋画、日本画、書道
※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
  ◆子ども映画会
9月9日㈯ （2話で約15分）
「蛇息子」　「あべこべ物語」
9月16日㈯ （2話で約14分）
「カッパとわらぞうり」 「おしゃべり子ガモ」
時間 ①11:00～②14:00～③15:00～

  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20日㈬ 11:00～11:45
講　師　武田節子さん（ストーリーテ 
　　　　ラー・「こがねさらさら」主宰）
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
申　込　9月1日㈮ 10:00～
　　　　4階カウンターまたは電話で
　　　　※参加無料

 4階おはなしの部屋
  ◆おはなし　ぱんどら
と　き　9月2日㈯ 13:30～14:00

  ◆おはなし会デビュー「ぴよぴよおはなし会」
と　き　9月5日㈫ 11:00～11:30
対　象　1歳までの赤ちゃん

  ◆おはなし火ようび
と　き　9月12日、19日、26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
と　き　9月15日㈮ 11:00～11:30

 4階創作室
  ◆紙でふしぎ？を作ろう
と　き　9月3日㈰ 14:00～15:00
内　容　“パズルと折り紙マジック”をつくる
対　象　小学生以上10人程度

  ◆リサイクル市 IN プクちゃん号
　移動図書館「プクちゃん号」で初めて
開催！一般向け雑誌と一般書が対象で、
児童向け雑誌と児童書は対象外です。
と　き　①9月21日㈭ 13：45～14：05
　　　　②9月22日㈮ 14：15～14：40
　　　　③9月28日㈭ 13：40～14：10
　　　　④9月29日㈮ 14：10～14：40
ところ　①芦畔町集会所内、②藤倉児童館内
　　　　③清水沢市営住宅内、④千賀の台集会所内
※開催は、上記のステーションのみとなります
＜提供にあたってのお願い＞
○提供冊数は1人15冊まで
○持ち帰り用の袋をご持参ください
○提供資料を有料で譲渡しないでください

  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、初心者でもわかりや
すく学べる講座です。　
※要申込、受講無料　
と　き　9月22日㈮ 13：30～15：30

 4階視児童書フロア
  ◆手品おじさんと遊ぼう！
と　き　9月17日㈰ 15:00～15:30
内　容　「コップ」を使った手品の実演

 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「えほんデビュ
ーパック」をプレゼントします。
と　き　9月26日㈫　ところ 保健センター

  おくのほそ道
　「俳句で歩こうー塩竈はいくingー」
　俳句作りから鑑賞まで、全4回で基本的
なことを学ぶ俳句講座です。この機会に奥
深い“俳句の世界”を歩いてみませんか？ 
と　き　①10月5日㈭　「俳句を知ろう」
　　　　②10月12日㈭ 「俳句を作ろう」
　　　　③10月19日㈭ 「塩竈はいくing」
　　　　※市内を街歩きします
　　　　④10月27日㈮ 「鑑賞しよう」
　　　　①、②10:30～12:00
　　　　③10:00～12:00
　　　　④10:15～12:00
ところ　図書館4階視聴覚室および市内
講　師　渡辺誠一郎氏（俳人「小熊座」編集長）
対　象　一般の方　20人 ※先着順
      　　全4回参加できる方が対象です
参加費　100円（資料代および傷害保険代）
申　込　9月5日㈫ 10：00～
　　　　3階カウンターか電話で

・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

　しおがま文化大使でドイツ在住のピアニスト鶴田
さんが、ピアノのしらべと古き良き塩竈から新しい塩
竈の画像で復興を応援します。
と　き　11月5日㈰ 13:30開場　14:00開演
※入場無料ですが、整理券が必要です
　（配布場所　市民交流センター事務室・市民図書館・市役所・エスプ・体育館）

視聴覚センター

公　民　館

市民図書館

■鶴田美奈子復興支援コンサート　慈心－めぐみこころ－

■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！ 
　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
演　奏　しおがまポップスオーケストラの皆さんほか

　グレン・ミラーやカウント・ベイシーなど、ジャズを専門とする
“パシフィック・ショーケース”が塩竈にやってきます。
と　き　10月10日㈫ 18:30～　共催　塩釜ユネスコ協会　
入場料　前売一般1,500円（当日2,000円）高校生以下1,000円（当日1,500円）
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  ◆かんたん工作『おもしろ創！』
   「ペーパーふくろうをつくろう」（前半）
　「まくだけロケットをつくろう」（後半）
と　き　前半9月1日㈮～14日㈭
　　　　後半9月15日㈮～29日㈮
対　象　どなたでも（幼児は保護者同伴）
1日10人程度（材料なくなり次第終了）

  ◆キッズおりつなぎ
と　き　9月9日㈯ 14:00～16:00

 学習室２
  はじめてみよう　さをり織り
と　き　9月22日、29日㈮
　　　　①13:30～14:30　②15:00～16:00
参加費　500円　定員　各3人
講　師　大浪幸子さん
　　　　（「さをりひろば余暇よか」代表）
申　込　参加希望日の前日17:00まで

 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8日㈮

  ◆第31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12日㈫～9月29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

～第３回シオーモ絵本まつり～
「絵本とわたし」

期　間 10月3日㈫～8日㈰
市民図書館
○10月3日㈫ 10：30～ オープニング
　朗読劇「はらぺこあおむし」おはなしびっくり箱
　人形劇「ヘンゼルとグレーテル」梅っ子座
○10月3日㈫16：00～17:00
　トワイライト★大人のあなたへ
　～大人のための絵本の読み聞かせ～
○10月3日㈫～8日㈰
　10:00～12:00/13:00～16:00
　公開制作「シオーモ港駅」
○10月4日㈬ 10：30～11:30
　ジャイアンとぱぱのきょうもいっぱいあそぶんジャーイ！
○10月5日㈭ 14:00～15:00
　シオーモ・ビブリオティーパーティ
　 ～あなたのお気に入りの絵本を紹介しよう～
　参加費 200円　※要申込 9月1日㈮～
ふれあいエスプ塩竈
○10月3日㈫～8日㈰
 ・Uwabami（うわばみ）原画展
 ・ワークショップ「わたしの絵本をつくろう」
 ・「あなたと絵本」についておしえてね！
○10月5日㈭ 
　10:00～ ワークショップ「軍手人形を作って遊ぼう」
　材料費 400円 ※要申込、先着順20人
　10:30～ ワークショップ「つくってあそぼう！」
○10月7日㈯
　10：00～ Uwabamiぬりえ参加型ライブペイント
　13:00～Uwabamiトークショー
　※定員50人、要申込 9月1日㈮～
○10月8日㈰ 13:00～ フィナーレ
　きっと☆えすけっと「おまえうまそうだな」ほか
※詳細は、チラシをご覧ください

　 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Domenica58
　  おだやかな色彩
と　き　9月17日㈰ 14:00～15:00
曲　目　バッハ・メドレーほか
出　演　下山 とく子さん（塩竈市）

  ART STANDARD.ワークショップ
  にょきにょきすくすくベジタブル
と　き　10月1日㈰ 14:00～16:00
対　象　小学生20人　参加費　300円
講　師　宮城大学ART STANDARD.
申　込　9月5日㈫10:00～

 キッズスペース
  ◆「キッズボランティアおはなし会」
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6日㈮ 10:30～13:00
ところ　利府町内梨園 参加料 一組500円
対　象　幼児と保護者13組
企　画　子育て支援 ふぉ・ゆ
申　込　9月20日㈬ 10：00～ 参加料
　　　　を添えてエスプ窓口まで。

 学習室１
  パッチワークをはじめませんか
  「布で作るトウガラシの壁掛け」
と　き　9月27日㈬ 
　　　　10:30～15:30
定　員　20人（どなたでも）
材料代　1,000円
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6日㈬ 10：00～

 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2日㈯ 11:00～11:30
対　象　小学生以上どなたでも
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
  「ケシゴムはんこをつくろう」
と　き　9月19日㈫ 10:30～12:00
対　象　どなたでも10人程度
申　込　9月1日㈮ 10:00～

◆印は参加無料。当日直接おいでください

エ  ス  プ

桜菓子姫

生涯学習のとびら生涯学習のとびら

と　き　～9月10日㈰ ※月曜休館
観覧料 （企画展＋常設展セット）一般500円 大学・高校生400円 中学生以下無料

と　き　9月17日㈰ 開場16:30 開演17:00　出演　踊ろうマチルダ
チケット　3,000円（全席自由） □問 Coolmine 022-292-1789

　それぞれの表現方法を通して「場」が大きく関わる制作をしている、写真家の遠
藤祐輔、美術家／吟遊詩人の清野仁美、画家の門眞妙による自主企画展
と　き　9月21日㈭～10月1日㈰ 10:00～17:00　観覧料　無料

と　き　10月7日㈯ 11:00～12:00　ところ　2階サロン ※参加無料

　暮らしを彩るクラフトマーケット。出店情報は随時ホームページに公開します
と　き　10月8日㈰、9日（月・祝） 10:00～15:00

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

■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」

■10周年記念レコ発ツアー「新しい夜明け」

■市民ギャラリー展示「あなたと海のあいま、通り過ぎてゆくすべて」

■こども探偵事務所「ざくろの実を調査」

■暮らしの市
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