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塩竃市生涯学習センター　第272号発行

【と　き】　　　　　　　　醐　　　　珊需、　　　　　　　、 

2022年2月12日（土） ��i 　　　　　ただお † 
～2月27日（日） ��ー　　　　　つげ忠男　　　　　－ 

10：00－18：00（土日～17：00） ��il941年東界に生まれる。中学卒業後葛飾の採血 i会社に勤務。 

（休館日　月曜・祝日） ��i1960年頃から、実兄・つげ義春の影響をうけ貸 i本マンガに短編を発表。 

【ところ】 ��i1961－1967の沈黙の時期を経て、1968年以降 『ガロ』で注目をあび、 

生涯学習センターふれあいエスプ塩竃 ��催I畿gと搾寵堯慧0代の剛Cぱく』 i1990年代は主にエッセーと絵などを中心に各誌 ！に連載。 

アートギャラリー 

【概　要】 ��‘その間、住まいのある千葉県流山市内でジーン ズショップを経営。 

直筆原画展示 ��牒轄品「鰯平野」が石井輝男監 i現在は子息にジーンズショップの経営を譲 ；り、漫画やエッセーなど新作を執筆中。 監禁二言誓芸器霊し ！忘れがたきヤツたち」を出版。 
インタビュー映像の上映（予定） 

展示については、状況により変更に 
なる場合があります。 ��2021年11月「つげ忠男コレクション　吉田類 

最新の情報は、ふれあいエスプ塩竃 ��と読む」（ちくま文庫）が発売された。 
公式Facebook・Twitterにて公開し ��（公式［P「つげ忠男劇場」プロフィール参照） 

ま‡o 

口ヽ／ヽ エスプ塩竃」で検索してください。 闇Witter �‾言／／／’鬱繁務 �� 

＼） ヽ 　r ／ 

‾シ∴毛　－∴∴千十三㌔ 

＊会場では感染症対策として、検温、マスクの着用、 

もしくは「ふれあいエスプ塩竃」で検索　　アルコール消毒にご協力くださいo

回
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塩竃フォトフェスティIUレ2022

ポートフォリオレヴュー開催概要

【応募期間】

2022年2月10日（木）～2月20日（日）

＊当日消印有効

【開催日程】
2022年3月12日（土）

ポートフォリオレヴュー

2022年3月13日（日）

公開審査／写真貰授与

Domenica87

お昼のミニコンサート

【と　き】2月27日（日）11：00－12：00

【ところ】ホワイエ

【曲　目】アベマリア、

時の流れに身をまかせ他
【出　演】文屋睦子（ピアノ）

永井道子（歌と踊り）

第45回　公民館まつり
公民館で活動している教室や団体、サークルに

よる展示や舞台発表を行います。

【展示】

ところ　塩竃市公民館・ふれあいエスプ塩竃

と　き　3月4日（金）～6日（日）

【舞台・実演】
ところ　塩竃市公民館

と　き　3月5日（土）～6日（日）

【会場】塩竃市杉村惇美術館　大講堂

【応募資格】

プロ・アマ、年齢不問。写真のジャンルやテ
ーマも一切問いません。

詳細は公式Webサイトをご覧下さい。

ト「塩竃フォトフェスティバル」の

http：／／Sgmajp

塩竃市芸術文化振興事業

S．D。G，Sコンサート
～塩竃大好き！がんばっペ塩竃！～

塩竃市出身の若手アーティスト3人による塩竃の

魅力を音楽で伝える塩竃愛溢れるステージです。

【と　き】2月20日（日）14：00～（開場13：30）

【ところ】避ホール（壱番館5階）

【出　演】asari（歌手）

アサノタケフミ（シンガーソングライター）

高橋勇弥（津軽三味線奏者）

【主　催】塩釜市芸術文化協会

＊入場無料ですが入場にはチケットが必要です。

公民館で配布中。

吾妻篤先生社会教育功労者表彰（文部科学大臣表彰）伝達式
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塩竃市教育長から賞状を受けとる
吾妻先生
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2021年12月14日、公民館絵画

教室の講師である吾妻先生へ、

社会教育功労者表彰（文部科学
大臣表彰）の表彰状等をお渡し
いたしました。

教室の時間に、生徒さんに囲ま
れての授与となりました。

公民館教室の生徒さんからも、
お祝いの花が贈られました。



ドイツの暮らし59

みなさん、お元気でしたか？

虹鱒　ゝ電
このごろ、オンライン上の仮想空間というのに夢中です。
コロナ禍前までは非現実の世界は苦手だったのですが、マスクなしで歩けたり旅行ができるなど、

仮想空間では遥かにノーマルな生活が送れ、それはそれで愕然とするのですが、満喫できます。ド
イツでは、ロックダウンで登校が不可能な小中学校などで仮想空間を使って遠隔授業が行われてい
るところもあるそうです。

聴衆を前にコンサートもできるようです。昨年こちらではコンサートの再延期の末の中止が相次い
だので、アバターではあるのですが、予定通りに遂行できる世界が懐かしいです。

＊＊＊　　おいしい自家短歌　たまに川柳　その1　＊＊＊
“シュペナンレ　まな板上で　そぎ落とし　多少の不揃い　笑ってゴマかす　′，

新ゾノーズです。昨年より少し長くなっただけですが。
最後に胡麻を振ったら完壁ですね！では。

⑲

電

⑬

＊＊＊　　シュペッツレ　＊＊＊

（（材料））4人分
セモijナ粉　250g

卵　3こ

水150g

塩　小さじ1
デミグラスソース

（（作り方））
1・デミグラスソース以外の材料をよくかき混ぜる。

2・沸騰させたお湯に塩大さじ2を入れる。
3°　生地をまな板の上に乗せ、お湯の中にそぎ切って
入れる。
4．5分ほど茹でる。
5．デミグラスソースをかける。

出来上がり！I

簡単でしょ！？

璃　㊨　㊨

レシピが動画になっています。

https：／／wwlMyOutube com／watch？V＝da4bzTmmGGY

o問雌、
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仁一に二項鴎動詞　∴′JJノッツレ【伽I∞即納！敬　的

引き続き体調にはくれぐれもお気を付けくださ
い。

ドイツにて

鶴田美奈子

もけい掘んも 
2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　　　　黒幕器譜器芸篤学“エスプ 
エスプホールを開放している日は、2謄本の森のカウンタ　　＊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o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】　　　　　　　　　　ェスプのFacebookページがあります！ 

2月の使用可能な日については、エスプ事務室まで　　「ふれあいエスプ塩乱で検索していただくと、 

お問い合わせください　　　　　　　　　　　　　　　　　　これからのイベントや報告、募集している講座な 
どの情報が確認できます！ぜひご覧ください。 

エスプのTwitterを開設しました！ 

露語謹書霧震醒Twitt。，。Rコ＿ドFBORコ‾ド醒 

一3－



2月のめにゆう鍵 ＊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 

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

5－27 �土 日 �開館 時間 �かんたん工作おもしろ創！ �創作室 �どなたでも �－ �－ �バトミントン人形を 作ろう 

5 �土 �1上00 11：30 �本のちょっと �本の森 �どなたでも �－ �－ �お話とギターを楽しもう 話し手．きっと・えすけっと 

5・6 �土 日 �10：00 16：00 �本のリサイクル市 �ミーティン グルーム �どなたでも � � �なくなり次第終了 提冊数は1人10冊まで 入場制限有り お持ち帰り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 

6 �日 �10：30 12：00 �ふれあい創ing �創作室 �小中学生 6人 � � �フェルトのトーナツを作ろう ※並縫いが出来る方 

12 �土 �開館 �長井勝一漫画美術館主催事業 �アート �どなたでも � � �1両に詳細あり 

27 �日 �時間 �つげ忠男原画展 �ギャラリー 

15 �火 �開館 �折り紙ウィーク �創作室 �どなたでも �－ �－ �折り紙を使って和傘を作り 

20 �日 �時間 �「和傘作り」 �����ませんか。 

27 �日 �1十00 12：00 �　Domenica87 お昼のミニコンサート �ホワイエ �どなたでも �－ �－ �2両に詳細あり 

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 人橋十　　　、、 
12：00 �シャッフルポート �ホール ����正閏．塩竃＿ユースポーツク ラブ 

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

毎週土・日 ��10：00 �創作室ボランティア いっしょに工作を �創作室 �どなたでも �※ �無料 �講師：千葉幸一さん 
14：30 �楽しみましょう！ �����※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‘，

◆2月のエスプ休館日1、2、3、4、7、11、14、21、23、28です

スーさんのひとりこと 

2022年の干支であるトラ

が、1F情報広場に仲間
入りしました。昨年の丑
に代わり、来館した皆さ
まをお出迎えします。
チャームポイントは大き
めの耳。「こてつ」をど

うぞよろしくお願い致し
ます（N）

塩遼市生涯学習センター
〒985－0036　宮城県塩竃市東玉川町9番1号

ふわあIIエスプ塩竃
TEL：022－367－2010　FAX：022－365－3741

Ema－上皇駐独l通艶哩二止し唆紐」p

開館時間午前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）

嵯上垣「赤∵公」寛」鋳
TEL：022－365－3341FAX．022－365－3342

E一mai上kQ理iiJ車座CIl雌hL0gama mIy退LlP

開館時間午前9時～午後9時　休　館　日：年末年始


