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毎週火曜日
午後3時30分～ 4時

紙芝居とお話の会
紙芝居・絵本・手遊び等を一緒に楽しみましょう。　

 4日（金・祝）・18日（金）
午前10時30分～11時

あかちゃんおはなし会
赤ちゃん絵本・わらべうた・手遊び等で、親子一緒に楽しみましょう。
これからパパ・ママになる方もご参加ください。
おはなし会終了後から正午まで多目的室を開放します。　

 5日（土・祝）・19日（土）
午前10時30分～11時

たのしいおはなし会
絵本・紙芝居・手遊びなどで、お話に親しみましょう。

 8日（火）午前10時～正午
読書会
今月の本『蜩ノ記』　葉室 麟 著
この作品を読んで、感想をおしゃべりしませんか。

10日（木）午前10時～正午 絵本とおはなしの会勉強会
絵本の読み聞かせやストーリーテリング（お話の語り）を一緒に練習しませんか。

15日（火）午前10時～正午
子どもの本を読む会
今月の本　工藤 ノリコ 作　「ノラネコぐんだん」シリーズの絵本
子どもの本を読む、大人のための読書会です。

6月1日（金）午前８時

平成30年度石巻市図書館　郷土史バスツアー
「歴史探訪～女川騒動・飯田口説の足跡をたどる～」
と  こ  ろ　岩手県大船渡市の真稱寺、長安寺ほか
講　　師　武山 文衛　　定　　員　17人〔先着〕　
料　　金　1,000円（昼食・飲み物代。当日持参ください）
受付開始　８日（火）　※要予約

6月3日（日）まで 「ぼくのわたしの好きな本」
市民の皆さんが紹介してくれた本を、児童コーナーに展示しています。

13日（日）午前10時30分～ 11時 おはなし会　※河北分館（ビッグバン図書室）　

<出張図書館「えほんびより」の開催予定>　子育て支援センターなどに出張し、貸出券の発行や本の貸し出しを行っています。

 9日（水）午前10時30分～11時30分 みんなであそぼう　釜子育て支援センター　※読み聞かせもあります。

16日（水）午前10時30分～11時30分 子育て支援室「わくわく」　湊子育て支援センター　※読み聞かせもあります。

22日（火）午前11時～11時30分 わいわいサロン　河南子育て支援センター　※読み聞かせもあります。

25日（金）午前10時～11時30分 ツインズデーと孫育てひろば　なかよし保育園地域子育て支援センター

4日（金・祝）  開演  午後5時30分（開場 午後5時）
5日（土・祝）  開演  午後1時30分（開場 午後1時）

石巻好文館高等学校　第13回吹奏楽部定期演奏会
料　　金　500円（前売り券400円）
□問 　橋戸・伊藤・鈴木　☎ 22-9161

12日（土）
①開演　午後2時（開場　午後1時30分）
②開演　午後6時（開場　午後5時30分）

内モンゴルと石巻・子どもたちがつなぐ平和コンサート
料　　金　2,800円（前売り券2,500円）
□問 　石巻内モンゴル友好協会　☎ 090-2024-3693

15日（火）午前9時～午後5時　トレーニング室利用休止

7日（月）～
25日（金）

平成30年度前期（4～ 9月）　子供向け講座「無料体験レッスン」を開催します！
　対象講座は、ベビースイミング（対象　生後6カ月から3歳のお子さん）やその他、子供向け文化講座な
　ど、盛りだくさん。詳しくは問い合せください！
　※要予約〔先着〕　
　※一人につき2講座まで受講できます。初めて受講される講座に限ります。

3日（木・祝）～ 5日（土・祝）はプールは午後4時30分、トレーニングルームは午後5時まで。

【５月の休講日】　3日（木・祝）～ 5日（土・祝）

13日（日）・27日（日）・６月10日（日）・
24日（日）　午前10時～10時45分

ベビースイミング
料　　金　全４回　3,000円　　定　　員　20人〔先着〕
対　　象　生後６カ月～３歳のお子さんと保護者

19日（土）　午後4時～5時30分
スキューバダイビング体験教室
料　　金　1,500円　　定　　員　5人〔先着〕
対　　象　９歳～成人

詳しい営業情報や大会情報はホームページでご確認ください。　kanan-pg.com

野球場 ・ テニスコート ： 要電話予約

屋内温水プール利用料金　一般高校生500円　３歳～中学生200円　３歳未満無料

●総合体育館　☎95-8998　※定員  各20人〔先着〕　※要予約　受け付けは開始5分前まで
10日（木）　午後６時30分
17日（木）　午後２時
24日（木）　午前10時

●ビッグバン　☎62-1120　11日（金）・25日（金）　午後3時／午後7時　※要電話予約

●遊楽館　☎72-3561　13日（日）・27日（日）　正午/午後５時　※要電話予約

●牡鹿交流センター　☎45-3618　利用時間　午後1時～ 8時　※休館日の前日は、午前10時～午後５時随時受付（要電話予約）

平成30年度　いしのまき総合スポーツクラブ・キッズバラエティ教室の会員・受講生を随時募集中です。
 1日（火）午前9時～午後1時 第89回メーデー石巻地方大会
12日（土）午前9時～午後5時
13日（日）午前9時～午後5時 宮城県高等学校総合体育大会　卓球の部（卓球）

13日（日）午前9時～午後5時 第45回高体連石巻支部総合体育大会（弓道）
20日（日）午前9時～午後5時 第64回石巻市民卓球大会
23日（水）午前9時～午後1時 ダンベル交流大会
27日（日）午前9時～午後5時 夏季市民バドミントン大会
体育振興課から「未来（あした）への道1000㎞縦断リレー 2018」の参加者を募集！
申込期間　４月26日（木）～５月31日（木）
申込方法　未来（あした）への道1000㎞縦断リレーホームページから申し込みください。
　　　　　※詳しくはホームページをご覧になるか、問い合わせください。
　　　□問 　未来（あした）への道1000㎞縦断リレー 2018運営事務局
　　　　　☎03-3539-5539（午前10時～午後５時、土日・祝日を除く）　URL http://www.1000km.jp
　　　　　市体育振興課　☎25-6471

3日（木）～ 6日（日）午前9時 第12回春季宮城県高等学校野球東部地区大会

市民球場
9日（水）～ 13日（日）午前9時 第60回ＪＡＶＡ北海道大会兼第49回ＪＡＶＡ東北大会
18日（金）～ 21日（月）・
26日（土）午前９時 第56回春季東北地区高等学校宮城県大会

30日（水）・31日（木）午前9時 第12回春季東北地区高等学校軟式野球宮城県大会
5日（土・祝）・6日（日）午前9時 石巻地区中学校春季サッカー大会

フットボール場

13日（日）
午後1時キックオフ

なでしこリーグ1部　第6節　
マイナビベガルタ仙台レディース 対 セレッソ大阪堺レディース

20日（日）午前９時 関東大学ラグビー招待試合　
慶応義塾大学 対 明治大学

26日（土）～ 29日（火）・
31日（木）午前9時 第67回宮城県高総体（ラグビー競技）

5日（土）午前9時 石巻地区中学校春季サッカ－大会

ふれあいグラウンド
20日（日）午前9時 キャンプ地誘致記念試合

慶應義塾大学 対 明治大学

26日（土）～ 29日（火）・
31日（木）午前９時 第67回宮城県高総体（ラグビー競技）

3日（木・祝）・4日（金・祝）・
9日（水）・13日（日）午前9時 宮城県高体連サッカー競技石巻支部予選

フットボール
フィールド第112日（土）・19日（土）・20日（日）・

26日（土）・27日（日）午前９時 2018宮城テレビ杯サッカ－新人大会石巻予選

20日（日）午前9時 第23回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会（宮城県大会）
12日（土）～ 14日（月）午前9時 石巻地区高等学校総合体育大会（ラグビー）

フットボール
フィールド第226日（土）～ 29日（火）・

31日（木）午前9時 第67回宮城県高総体（ラグビー競技）

12日（土）・19日（土）
午後1時30分～ 3時30分

利用協講座　フォークダンス初級者講習会
定　　員　10人〔先着〕　　持  ち  物　運動のできる服装　運動靴　　申込期限　11日（金）

18日（金）
午後1時～ 3時30分

利用協講座　初心者のための川柳教室
定　　員　8人〔先着〕　　持  ち  物　筆記用具　国語辞典　　申込期限　17日（木）

18日（金）午前10時～正午
家庭教育支援チーム「いしっこクラブ（子育てサロン）」
内　　容　親子遊び、手遊び、紙芝居、ダンスなど
対　　象　小学校入学前のお子さんとお母さんなどどなたでも参加できます。
　　　　　※飲み物持参でご参加ください。

26日（土）午前10時～正午
ジュニア・リーダーサークルげろっぱ「第１回げろっぱ祭り」
対　　象　小学１～６年生
内　　容　チャレンジコーナー（射的、輪投げなど）・もの作りコーナー（手作りおもちゃ）・

紙飛行機とばしコンテストなど

27日（日）
午前9時45分～正午
（受付開始  午前9時30分）

子ども会育成会石巻支部「第１回インリーダー研修会」
ゲームのしかたをおぼえよう。
指　　導　ジュニア・リーダーサークル「げろっぱ」　KYT（危険予知トレーニング）
対　　象　小学４～６年生　　定　　員　50人〔先着〕
申込方法　小学校に配布する申込用紙にて郵送またはFAXで申し込みください。

※子ども会のリーダー育成を目的とした研修会です。趣旨をご理解いただき、各子
ども会からの参加をお願いします。

11日（金）午前10時 くらしの教室「明笑大学」開講式

22日（火）午後1時30分 高齢者教室「寿大学」入学式並びに第1回学習会（カラオケ教室）
30日（水）午後1時30分 女性教室「くらしの講座」開講式並びに第1回学習会

6月8日（金）・22日（金）
（計２回）
午前10時～正午

利用協講座「絵手紙体験教室」
講　　師　日本絵手紙協会 公認講師　阿部 悦子
定　　員　10人〔抽選〕　　料　　金　1,000円（教材および材料費）
申込期限　5月31日（木）正午

11日（金）
午後1時30分～ 3時30分

稲井くらしの講座開講式および講演会「郷土の偉人　富田 鐡之助」
講　　師　元市教育委員会教育長　阿部 和夫

13日（日）午前９時 河北協会主催　バドミントン大会団体戦
□問 　河北バドミントン協会事務局　☎94-1320

トレーニング機器　使用講習会

牡鹿交流センター屋内温水プール
☎45-3618

午後1時～8時（休館日の前日は、午前10時～午後5時まで）
月曜日・１日（火）※１日（火）は４月30日（月・祝）が開館のため

にっこりサンパーク
☎67-2038または67-2712

午前9時～午後5時（電話予約があれば、午後9時まで）
月曜日・１日（火）※１日（火）は４月30日（月・祝）が開館のため

石巻健康センターあいプラザ・石巻
☎95-8640 FAX95-8664

午前10時～午後9時（日・祝は午後5時まで）
なし

図書館
☎93-8635

午前10時～午後6時（水曜日は午後7時まで、日曜日・3日（木・祝）～5日（土・祝）は午後5時まで）
月曜日

稲井公民館　☎22-4303 午前9時～午後9時30分
なし

石巻中央公民館
☎22-2970　FAX21-6050

午前9時～午後9時
なし

総合体育館
☎95-8998

午前9時～午後9時（日曜・祝日は午後5時まで）
毎月第4木曜日

総合運動公園　☎22-9111　FAX22-9112 午前5時～午後9時
なし

渡波公民館　☎24-0941 午前9時～午後9時30分
なし

5月 表記の見方

※スポーツ行事の中には入場料が必要なものもあります。

開館時間、利用時間
休館日、休業日

かなんパークゴルフ場
☎72-2933

午前9時～午後4時
休場日は遊楽館と同じ

河南室内温水プール
☎72-3605

午前10時～午後9時（日・祝は午後5時まで）
休場日は遊楽館と同じ

蛇田公民館　☎95-0183 午前9時～午後9時
なし

遊楽館
☎72-3561

午前9時～午後9時
月曜日・１日（火）※１日（火）は４月30日（月・祝）が開館のため

河北総合センター「ビッグバン」
☎62-1120

午前9時～午後9時
月曜日・１日（火）※１日（火）は４月30日（月・祝）が開館のため








