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東北歴史博物館 催事情報

れきはく講座
【日時】1/28㊏13:30〜15:00
【定員】145人（先着順、要事前申込）　【費用】無料
【内容】 第１回「『宗教者になる』ということ
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第８回館長講座
【日時】７㊏13:30〜15:00
【定員】145人（先着順、要事前申込）　【費用】無料
【内容】 「古代東北と、世界の六大文明」

冬季特別展「キングダム展 －信－」
【期間】14㊏〜3/12㊐
【費用】一般1,500円（1,300円）、中高校生1,000円（800円）、
　　　小学生500円（400円）＊（　）は前売り料金

☎︎ 368-0106 ＊詳しくは博物館 HP を確認してください。　

【開館時間】 9:30～17:00（発券は16:30まで）
 　　　　　㊊休館（㊗の場合は翌平日）

【常設展観覧料】 一般460円、高校生以下無料

すくすく育ってね はじめて座れたよ 明るく元気いっぱい

　星 妙紗さん　　 
　　 茉叶ちゃん（0歳4カ月）

松野 ゆうかさん　　 
　　 笑奈ちゃん（1歳2カ月）

小野山 萌花さん　　 
　　 　明星ちゃん（1歳2カ月）

新田第一 新田公民館前 18㊌ 9:30-10:00

新田第二 市営新田住宅駐車場 18㊌ 10:30-11:00

伝上山 市民プール駐車場 12､ 26㊍ 9:30-10:00

浮島・城南 ヤマザワ多賀城店駐車場 12､ 26㊍ 10:30-11:00

宮内 市営宮内住宅駐輪場前 11､ 25㊌ 9:30-10:00

桜木 桜木・県営住宅集会所前 11､ 25㊌ 10:30-11:00

笠神 塩竈第三中学校内駐車場 16､30㊊ 9:30-10:00

丸山 丸山住宅集会所南側駐車場 16､30㊊ 10:30-11:00

笠神 塩竈第三中学校内駐車場 23㊊ 9:30-10:00

鶴ケ谷 市営鶴ケ谷住宅駐車場 23㊊ 10:30-11:00

高橋第一 高橋・発向興業駐車場 17､31㊋ 9:30-10:00

高橋第二 ヨークベニマル多賀城店駐車場 17､31㊋ 10:30-11:00

移動図書館 さざんか号

＊雨（霧雨を含む。）、降雪時などは巡回を中止します。中止になった分の振り替え巡回はありません。 問市立図書館　☎368-6226

1 月の運行

１月４日㊌まで館内メンテナンスのため休館（年末・年始の休館を含む）

         ●令和５年度ボランティア募集●

【内容】屋外展示施設「今野家住宅（古民家）」での開設や管理
　　　補助（月２回程度）、昔遊びなどの各種体験での指導
　　　補助など

【期間】４月～令和６年３月
         ＊事前に２日間の養成講座有（3/19、26㊐予定）。

【人数】10人程度
【応募期間】11㊌～３/12㊐
＊詳しくはHPを確認するか問い合わせてください。

多賀城NOW2023_1月号_fin_02.indd   22 2022/12/20   8:53

み ん な の 広 場 M o n t h l y   S q u a r eMonthly

23 2023.1

交流広場

Community

多賀城アンサンブル
第171回定期演奏会
「第26回
　新春コンサート」

【日時】９㊊㊗18:00開演
【場所】市民会館
【費用】一般1,500円、高校生以
下1,000円（会員は500円引き）

【内容】ピアノ、バイオリン、チェ
ロ、歌のソロやアンサンブルで
新春を飾る
問斉藤☎364-5750

塩釜法人会　
新春講演会

【日時】25㊌15:30〜17:00
【場所】ホテルグランドパレス塩釜
【対象】中学生以上90人（先着順）
【費用】無料
【内容】なまって笑ってコミュニ
ケーション〜民話や方言から、
コミュニケーション術を学ぶ〜

（講師：六花亭遊花氏）
問（公社）塩釜法人会
☎365-8859

ニコニコリズムヨガ
×ベビー＆チャイルド
マッサージ

【日時】10㊋、19㊍、24㊋10:10
〜12:00、25㊌13:30〜16:00

【場所】市民活動サポートセン
ターなど

【対象】ねんね期〜あんよ期まで
の赤ちゃんとママ３〜５組（19㊍
はあんよ期限定、25㊌はねんね
期限定）

【費用】1,000円
【内容】運動リズムヨガ、ベビー
マッサージ、絵本遊び
問赤ちゃんヨガ・ベビーマッサージ
サロン　まんどろスマイル　佐藤
    mandoro_smile@yahoo.
co.jp

バランスボール
エクササイズ

【日時】18、２/15㊌10:00〜
11:00

【場所】大代地区公民館
【費用】１組1,000円
【内容】バランスボールで弾んだ
り手足を動かして有酸素運動を
楽しむ（親子での参加可、要事
前申込）
問宮崎　　amarige.e1230@
gmail.com

空
くう

道
どう

体験会
【日時】24㊋19:00〜20:30
【場所】総合体育館
【対象】中学生以上で運動制限
がない人20人

【費用】無料
【内容】マット運動、突き、蹴りな
どの打撃、投げ技、寝技の体験

【持ち物】運動しやすい服装、軍手、
飲み物、防具（持っている場合）
問多賀城市空道協会　中川
☎090-3642-1088

多賀城笑いヨガの会
【日時】12㊍13:30〜15:20、26
㊍10:00〜11:30

【場所】中央公民館（変更の場
合有、要事前確認）

【費用】500円/回
【内容】医学的根拠に基づく笑
いの体操とヨガの呼吸法。三密
を避けて心と身体の健康度アッ
プ・生活の質の改善

【持ち物】マスク、飲料水、浴用
タオル、体温を事前測定
問筑波☎794-9072

第18回ゆめ大会
【日時】２/４㊏10:00〜12:00
【場所】市民会館
【対象】市民200人（先着順）
【内容】市立小・中学校の代表
者10人が「未来のゆめ」を発
表、「多賀モリ会」による元気モ
リモリ体操なども有
問生涯学習100年構想実践委
員会☎090-2997-4959

塩釜市杉村惇美術館
アーカイブス展

PROGRAMS
【期間】31㊋〜２/12㊐10:00〜
17:00（㊊休館）

【場所】塩釜市杉村惇美術館
【費用】無料
【内容】ワークショップや講座な
ど、今年度の美術館活動を紹介
問塩釜市杉村惇美術館
☎362-2555

　交流広場は市民による市民の活動を優先して掲載します。それ以外の情報は掲載できない場合があります。営利事業は掲載
しません。
　原稿は掲載希望の前々月末まで地域コミュニティ課広報広聴係（　 koho@city.tagajo.miyagi.jp、FAX368-8104）へ。
掲載内容を調整したり、記事量によっては掲載できない場合があります。

新春将棋大会
【日時】９㊊㊗９:40〜16:45
【場所】市民活動サポートセン
ター

【定員】80人（将棋大会）
【費用】大人1,800円、学生
1,200円（昼食付）

【内容】５対局制の将棋大会と
渡部愛女流プロによる指導対
局
問多賀城将棋ラボ　出原
    tagashogi@gmail.com 

ヨガ同好会ラン
【日時】毎週㊌①９:00から②
10:00から③11:00から

【場所】中央公民館
【定員】①２人②３人③４人
【費用】2,200円/月４回、体験
レッスン550円/回

【内容】ゆがみ改善シェイプアッ
プヨガ
問鈴木☎080-4734-0722

新婦人　

大人の折り紙
【日時】15、２/19、３/19㊐
10:00〜12:00

【場所】ひだまりの家（中央３
-19-10）

【定員】５人
【費用】会費900円/月、入会金
100円、材料・会場費200円

【内容】季節の折り紙（初心者
歓迎）
問加納☎090-2848-1748
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