
あけましておめでとうございます。

子どもからお年寄りまで、遊びと学びの活動を通して、集い、交流し利用できる地域の生涯
学習施設として、スタッフ一同益々努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

市民図書館の資料も

貸出・返却可能

市民図書館で借りた本は
市民図書館に、エスプで借

りた本はエスプに返却と思
ってませんか？市民図書館・
プクちゃん号・エスプのどこ

で借りた本でもこの3飼い

．5＝ミ．′i「’⊂トl－．－　（．：＿lJ、　－′　　、　ヽ　　lp19　　　‾　1－′、′／

態霧や資料．情報探しのお手伝いをす

情報広場を活用しよう！
譜、諾謹諾誌察鱗獲
指定される場合もあります）

議
返却ポストをご存じですか？

本は開館時間にしか返却できないと思ってませ
んか？閉館時間でもお返しいただけるのが1階正

面入口左脇にある返却ポストです。

開館時間内にカウンターに返

却できない場合は返却ポスト
をご利用ください。

（、特別整理期間のため休館　〆病母

ふれあいエスプ塩竃は

1月31日（月）～2月4日（金）まで
、民　本の整理など行うため休館します。　亨

函　　　　　　　　　　　　　　　　　　圏’㌦べ高一－LJ」嶋《《．一翼一㌦ふ、－〆へ、（、＿JC、－，＿持…－｝｝－〆一一一

レファレンスサービス

資料などを使って、調べもの

る「レファレンスサービス」を

行っています。
たとえば「読みたい本が見つ

けられない」「調べ方がわから

ない」など、このようなときに

は、お気軽に職員にお尋ねくだ
さい。

本の予約（リクエスト）

探している本が貸出中のときは、予約（リクエ
スト）をしていただければ、準備でき次第連絡し

ます。1週間以内に受け取りに来てください。

本の予約はカウンターのほか、「塩竃市民図書
館ホームページ」からインターネット予約が可能
です。事前にパスワードの申し込みが必要です。

カウンターのスタッフにお声がけください。

許へ予へ　新春お年玉企画　、－

1月5日（水）より、3冊以上本

を借りた方を対象におみじくじに

参加してもらい、先着30人にさ

さやかな景品を差し上げます。お

楽しみに！
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11月21日（日）エスプホールで、第10回ESP DANCE PES2021表彰式＆上映会を開催しました。ふれあ

い部門4組、エキスパート部門7組、小学生から高校生までの合計126人が素敵なダンス動画を披露し

てくれました。今年も舞踊家・舞踏家のATSUSHlさん、ダンスインストラクターのMINAMlさんに審査を

していただき、動画による講評もいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
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杉小仲よしクラブB
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竺翌堅嬰懸劃照∵震i 

仙台高校BuiIet（パレット）

塩釜高校ELLA（エラー）

仙台高校REAOT（リアクト）

，回教 

仙台白百合学園高校DLC（ディーエルシー）
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塩釜高校ViGOR（ヴイカー）
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聖和学園高校phoenix（フェニックス）
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川NAMiさんの講評

ビルドスペース賞

塩釜高校ELLA（エラー）
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ATSUSHlさんの講評

市制80周年賞

ATSUSHI賞

仙台高校BuIlet（パレット）
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市長の講評

三小伸よしダンスクラブ

BAYWAVE賞

聖和学園高校phoe高X（フェニックス）

＿3＿

塩竃・海感謝祭賞
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「スマートフォン講座」受講生募集中

【と　き】1月12日（水）・19日（水）（連続講座）
10：30－12：00

【ところ】公民館1階　旧図書室
【定　員】先着10人
【講　師】門馬　愛　さん
【持ち物】使用しているスマートフォン

（アンドロイド）

【受講料】無料

第3回フォト千賞の浦写真展

【と　き】1月11日（火）～1月16日（日）

ホワイエ 

「みそづくり講座」受講生募集中

【と　き】1月21日（金）10：00－13：00

【ところ】公民館1階　調理室
【定　員】先着8人
【講　師】荻原醸造　さん
【持ち物】エプロン、三角巾、受講料、

白おにぎり2個（味噌をつけて焼き
おにぎりにして食べます）

【受講料】2．000円

塩竃市中学校令同美術展

【と　き】1月18日（火）～1月30日（日）

第58回観光のしおがま写真コンクール入選作品展

【と　き】1月25日（火）～1月30日（日）

「新春を彩る手づくりのお正月飾り」

12月9日（木）に公民館図書室で大人のあそび

時間「新春を彩る手づくりのお正月飾り」を開
催しました。

今回はい草を使った和モダンな形のお正月飾
りに挑戦しました。参加の皆さんは2種類の折
り紙の扇子作りに苦戦していました。それでも

形が出来上がってくると感激した様子で、その

後の作業にも取り組んでいました。
完成した飾りに、「初めて正月飾りに挑戦し

ました。私でもできました」「思いもかけない

玄関飾りが出来てうれしいです！来年一年はき
つと良い年になると信じて」などの感想をいた

だきました。

－∴ 
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語学で扇詣っ畷 
弼緩 →仕上げに水引を結ん繍i �����．∴．享し「「 臨 

でいます　　　　　． 

今回の飾りに用いた水引の 
「梅結び」の作り方は、こ ��国吉∵ 

の本に掲載されています。 
エスプ1階情報カウンター ��金　子∵一 

で貸出しています。 ��∴： 畿 

口 ��∴∵ 響国憲 ∴∴ ∴∴ 水引レシピ」 中杏奈著 

（グラフィック社）
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おかずのクッキング（テレビ朝日）

料理研究家の土井善晴さんをはじめ、大原千鶴さん、コウケンテツ
さん、日本料理「賛否両論」の笠原将弘さん、和食界のプリンス柳原

尚之さんらによる旬の素材を使ったシンプルで作りやすい家庭料理の

数々を紹介。料理のちょっとしたコツから、プロの技、日本の食文化

まで情報も盛りだくさん。雑誌や番組を‘‘見るだけで料理上手’Iにな

れますよ！

からだにいいこと（世界文化社）

からだにいいことは、からだの中からきれいになりたい女性向け

の月刊誌です。緩やかに年齢を感じ始める30代から、いつまでも

若々しく過ごしたい50代、60代まで広く楽しめる雑誌です。巷で

噂のダイエット法やメイク術などの美容特集はもちろん、身体の内

側からきれいになれるレシピや、メンタルのケアまで幅広く扱って
います。

ハンドメイド日和（ブティック社）

流行りの手作りが詰まった一冊！巻頭は流行中のビーズアクセ
サリーを掲載！その他にも、可愛い布小物や人気作家のプラバ
ン、レジン、刺繍など様々なハンドメイド作品が盛り沢山です。

Bookデータベースより

○おで●青春〉　I農産＿∴雷は○○嬉∴∴…t H十〇∴∴○高10′書手

命I十時ほんま「Ⅲ � 
1月のエスプホールの使用について �エスプ“公民館の貸館の申し込みについて 

卓球“バドミントン �令和4年3月の貸館申し込みは、公民館・エスプ ともには1月5日（水）からになります。 

エスプホールを開放している日は、2階本の森のカウンタ �＊公民館への申し込み希望の団体は毎月1日（1日 
一に申し込みをすると、卓球やバドミントンが30分ずつ楽 �が土日の場合は月初の平日）午前8時30分に公民 

しめます。利用日時は変更になる場合がありますので、ご了 �館事務室へお集まりください。電話でお申し込み 

承ください。 �の場合は9時からお願いします。 

【使用できない日】 � 

1月の使用可能な日については、エスプ事務室まで �エスプのFacebookページがあります！ 

お問い合わせください �「ふれあいエスプ塩遼」で検索していただくと、 
これからのイベントや報告、募集している講座な 

エスプのTwitterを開設しました！ �どの情報が確認できます！ぜひご覧ください。 

「，ふれあいエスプ塩竃」で検索していただくと、 � 

譜憲膳現在の開館状況など闘 �国Tw．tt。。。Rコ＿ドFBORコ‾ド醒 

＿5＿



1月のめにゆう臼　＊状況により予定が変更になる場合があります

日付 �曜 �時間 �内容 �場所 �対象 �定員 �参加費 �持ち物　その他 

5－30 �水 日 �開館 時間 �かんたん工作おもしろ創！ �創作室 �どなたでも �－ �無料 �工作おすしをつくろ う 

8 �土 �1十00 11：30 �本のちょっと �本の森 �どなたでも �－ �－ �話し手：きっと・えす けっと 

9 �日 �13：00 15：30 �おもちゃ病院がやってきた �学習室1 �どなたでも �－ �※ �講師：おもちゃ病院 「チャチャチャ」 

11－16 �火 日 �開館 時間 �第3回フォト千質の浦 　写真展 �アートギ ャラリー �どなたでも �－ �－ � 

12・19 �水 �10：30 12：00 �「スマートフォン講座」 �公民館 旧図書室 �どなたでも �先着 10人 �無料 �4両に詳細あり 

18～30 �火 日 �開館 時間 �塩竃市中学校合同美術展 �アートギ ャラリー �どなたでも �－ �－ � 

19 �水 �10：30 12：00 �ふれあい創jng 「フェルトのドーナツを 　作ろう」 �創作室 �どなたでも �6人 �－ �申込：1月5日10：00 

21 �金 �10：00 13：00 �みそづくり講座 �公民館 調理室 �どなたでも �先着 8人 �2000 円 �4両に詳細あり 

25（一30 �火 日 �開館 時間 �第58回観光のしおがま写 真コンクール入選作品展 �ホウイエ �どなたでも �－ �－ � 

2／1－4 �火 金 �休館 �特別整理期間 �エスプ 全館 �－ �－ �－ � 

2／5－6 �土 日 �10：00 16：00 �本のリサイクル市 �ミ－丁イ ンゲル－ ム �どなたでも � � �持ち物：お括ち帰り袋 （なくなり次第終了） ＊入場制限を設ける場 合有 

毎週火 ��10：10 �ニュー・スポーツ �エスプ �どなたでも �－ �無料 �持ち物：運動靴 企画・寛竃‾ユースポ 
12：00 �シャッフルポート �ホール ����・皿－　　ノヽ －ツクラブ 

毎週水・金 ��11：00 �キッズボランティア �キッズ �0歳から �－ �無料 �企画：子育て支援　ふ 
12：00 �おはなし会 �スペース �どなたでも ���お・ゆ 

毎週土・日 ��10：00 14：30 �創作室ボランティア いっしょに工作を 楽しみましょう！ �創作室 �どなたでも �※ �無料 �講師：千葉幸一さん ※材料無くなり次第終了 

申込みは、エスプは10時から、公民館は9時から電話または事務室で受付します。 
◆1月のエスプ休館日は1、2、3、4、10、17、24、31です

◆サウンドスタジオ利用の受付・貸館を再開しました。

※貸館の申込みはエスプ事務室に直接お越しください。また、初めて利用する方は利用者登録が必要となります

ので、身分証明書を持ってその旨お申し出ください。

スーさんのひとりこと 

あけましておめでとうございます。
コロナウイルスの影響で丸2年、自粛を余儀

なくされている状況でのお正月となりました。

震災を経験しているとはいえ、自分も含め皆さ
ん本当に我慢強いと感心します。
今年は少しでもいい方向に向かうことを願い

ます！（H）

塩竃市生涯学習センタ二
〒粥5－0000　宮城県塩竃市東玉II冊9番1号

ふ．わあIIエスブ塩竃
TEL：022－367－2010　FAX：022－365－3741

E一ma＝：esp㊤city、S申Ogamamiyag上JP

開館時同午前10時～午後9時　ただし一般開放（くつろぎコ
ーナーを除く）は平日：午後6時まで　土日：午後5時まで

休館日：月曜日、祝日、毎月末日、年末年始保守点検日
（子どもの日・文化の日は開館）

省筆方公居館
TEL：022－36ト3鍋l FAX：022－3館－3342

E一隔日：ko…inanGcity．shIOgama．miyagi．＿JP

開館時間午前9時～午後9時　休　館　日：年末年始


