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2022開幕！
3日4日（金）－鳩目（日）
※7日（且〉魔体軸

塩竃市出身の写真家“平間至さんが中心となり、開催している塩竃フォトフェスティバル第7弾が
開催されます。塩竃市杉村惇美術館、海商の館旧亀井邸、ビルドスペース、ふれあいエスプ塩竃ほ
か市内各所が会場となります。この機会に、塩竃市内を巡りながら新しい写真の世界に触れてみて
はいかがでしょうか。

「Nikon Photo Contest2018－2019，2020－2021」

株式会社ニコンが1969年より主催してきた国際写真コンテスト。50周年にあたる
2018－2019年と、2020－2021年の受賞作の一部を展示します。

同時開催　「3．11塩竃POWER of LiFEin S［IOGAMA ATSUS［l SOLO ODORl」

会場：エスプホール

2011年3月11日の東日本大震災直後から支援活動を続けてきたダンサーATSUSHi氏

が中心となり企画される公演。11年目となる今回は新たな試みで開催します。

「ポートフォリオレヴュー・写真賞」3月12日（土）・13日（目）

写真界において新人の登竜門としての評価が高まっている当賞の第7弾。
大賞は写真集制作。他、特別賞（塩竃賞）など計4つの写真賞を授与します。

Stephen G川　スティーブン・ギル「Unfold」

写真を地面に埋める、道端で拾ったものをカメラの中に入れて撮影をする、夜中の森を自動シ
ャッターで写すなど、独自の手法で多様な表現に挑戦し、各国の写真家に大きな影響を与えてい
る写真家、Stephen G川（スティーブン・ギル1971年、ブリストル／イギリス生まれ）の個展。幼
い頃から親しんできた写真への愛情や敬意、既存品やシステムにとらわれず自らの表現に必要な
ものは自分でつくりだすD．I．Yの精神で、写真の可能性を拡張するギルの魅力に迫る、国内初の
美術館での個展です。

「脚と写真集」e

期間中、塩竃市内6箇所のカフェで、自由に
ご覧いただける写真集をご用意しています。

※その他展覧会、イベント等多数開催！
詳細は、http：／／sgma．ipよりご確認ください。

【カフェ一覧】
・Otomo．

・カフェはれま（旧ゑびや旅館）

5・コーヒーとおやつの店andMore

i・塩竃お茶処つくし
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新しいことはじめてみませんが？
令和4年度　公民館教室・女性セミナ一・千質の浦大学の募集がはじまります！

公民館教室　令和4年度より公民館教室と勤労者カレッジが統合し
ます。統合による講義内容や受講料などに変更はありま

せんが、対象年齢が18歳以上に統一されます。

【対　象】市内在住または在勤の18歳以上の方

【受講料】1講座あたり年額1，000円（初回徴収、教材費などは実費負担）

【申　込】3月2日（水）～24日（木）指定の申込用紙を公民館へ

【着物着付（つばき会）の対象は初心者の女性のみ】

満座名 �定員 �学習日 �学習時間 �強訴 
牛 飯 、1‘ 綜 窒 �華道 �20 �第2・質金） �1年的・－12、00 �阿藤若造さん 

煎茶這 �10 �第1守・3板： �1虹00　－‘は、撫 �佐藤南智さん 

フラワーアレンジメント �10 �篤在日：） �10．鵬　′一　再．恥 �和田浩子さん 

キ 澄 ∴一 抹 婁 �景観憲寓・礼法 i：つばさ金一 �10 �第2－生木〕 �滝．36－15．30 �隅澤マキ子さん 陶芸 �30 �第1は）・第質月） �13．0「～15主犯 �施博雅芳さん 

綾璽 �20 �第2・蛮火“； �14．鵬・叫16工栂 �雷雲駕さん 

日本題 �∴15 �第2巧く金） �13．＿36　ノー15、36 �阿部淑子さん 

若錫若付・礼法 くひまわり会） �18 �　窮白土：） 9月から月2回に �13＿30i一一↑15：30 �岡澤マキ子さん 

移 韻 の 統 婁 �善道 �40 �第十3・洪水） �18成8－　2年00 �鈴木詑園さん・板書青嵐さん 民謡 �15 �第十2・31月） �18：錐　～　20．30 �菊池州苑さん 

茶道 �10 �第1・鉦金） �19：00－　21蔦0 �薄井正巳さん 

クッキング �1鯖 �第2・4（木〕 �19：00ナー12上錐 �用駐兵奈婆さん 

お義子づくり �欄 �第3く＿木） �19時0ノー　2上00 �川口真奈美さん 

女性セミナー
【対　象】市内在住の30歳以上の女性

【定　員】80人

【学習会】8月除く年10回（移動学習会を含む、原則第3㈱）

【受講料】年額1，000円（教材費などは実費負担）

【申　込】3月2日（水）～24日（木）指定の申込用紙とハガキ1枚を公民館へ

千費の浦大学
【対　象】市内在住65歳以上の方

【定　員】100人

【学習会】8月除く年10回（原則第3㈱）

【受講料】年額1，000円

【申　込】3月2日（水）～24日（木）指定の申込用紙を公民館へ
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塩釜高校美術部作品展示

教

務∴∴『

【とき】3月16日（水）一3月20日（日）境　線

宮城県高等学校美術展に出展した作品13
点を展示します。

隼∴∴，徳

しおがま絵本村2022春
（

遜」＿」＿　　　　－＿＿－　　　　＿

【と　き】3月23日（水）～3月30日（水）

絵本の紹介や絵本にまつわるクイズ、エコ
バッグ作りなどを行いますo A

謹囲，＿＿＿　　　醒圧　　　躍睦十㌧言麗i
、－aま高語意′亀種々

違いだらけの
濯術　，種7，．＿裏

1階情報カウンターで予約可能です

日本一の洗濯屋が教える

間違いだらけの洗濯術

洗濯ブラザーズ　著（アスコム）

ズボラでもちょっとの工夫で臭わないI黄ばまない！アイロ

ンいらず！クレイジーケンバンドや有名劇団の衣装をクリー

ニングする洗濯ブラザーズのノウハウを大公開日

（「BOOK」データベースより）

第45回公民館まつり中止のお知らせ 

例年3月初めに行っておりました「公民館まつり」は、新型コロナウイルス 

感染症拡大防止のため中止となりました。 

醇主知冊柑碇㌻脚，1ツー‥一・二買上一・一∠聞一、1－′軸 

3月のエスプホールの使用について　　藷諸君攫詫話芸プと 
卓球・バドミントン　　　　　　　　もに3月1日（火）からになります。 

ー：語学慧：三豊器諸芸慧謀議写諜誌 しめますo利用日時は変更になる場合がありますので、ご了の場合は9時からお願いします。 承ください。 

【使用できない日】　　　　　ェスプのFacebookページがあります！ 3月の使用可能な日については、エスプ事務室まで「，ふれあいエスプ塩竃」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。 

繋藷驚器績醒　FBQRコード醒 
Twitter　ORコード 
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3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 �竺」時間 ��内容　！ �場所 �対象 �定員 �参加費 �持ち物　その他 

1 �火 �開館 �かんたん工作おもしろ創日 　ri、　i �（ i 〈1日l �　　i ヾた、一〇 � � �色紙や毛糸を使って、自分 だけお子さま‾“チを作 

30 �水 �時間 �お子さまフノチを， 作ろう」 �創作室‘ �と桂でもi � ��＿の　　フノ ろう 

3 �木 �10：30 �あそびまショップ �キッズ �幼児 �5組 �－ �ひなまつりを一緒に 
11：30 ��スペース �と保護者 ���楽しみましょう！ 

4 �金 �開館 �NikonPhotoContest． �アートギ �どなたでも �－ �－ �1両に詳細あり 

13 �日 �時間 �2018－2019，2020－2021 �ヤラリー 

5 �土 �1日00 1上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 

11 �金 �19：00 �3日1塩竃POWERofHFE inS］iOGAMA ATSJS用SOLOODORI �エスプ ホール �どなたでも � �i �1両に詳細あり 

13 �日i i �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 � �i ※ �こわれたおもちゃをなおし ます。おもちゃ病院「チャ チャチャ」※部品代がかか ることがあります 

16 �水 �開館 �塩釜高校美術部作品展示 �アートギ �巨なたでも i � � �宮城県高等学校美術展に出 　一口13点を‾しま 

20 �日 �時間 l ��ヤラリー ����屈した作的　展不 す 

23 �水 �開館 �しおがま絵本村2022春 �アートギ �どなたでも �－ �I �絵本の紹介や絵本にまつわ 　　　言、グ作も 

30 �水 �時間 ��ヤラリー ����るクイス、エコバツ） などを行います 

25 �金 �1日00 �lぬいぐるみのおとまり会 I �学習室1 �幼児～小学 生（幼児は �10組 �I l �大好きなぬいぐるみを、エ スプにおとまりさせてみま 

27 �日 �12：00 ���保護者 同伴） �I �I i �せんか？ 受付3月4日（金）10時～ 

25 �！金 �開館 �） 　春休み特別工作 「－ �i I急　白 �小学生以上 �l �i l l l i �ペーパー芯を使って、にょ ろにょろ動く！へびを作り ます※材料なくなり次第 

27 �I盲 �時間 �．にょろにょろへびを 　つくろう」 �一　創作室 ����　　d．d、／ 終了、せんまい通しを使い ます。 

毎週火 ��10：10 �ニュー・スポーツ �エスプ �i iどなたでも �－ �無料 �持ち物：運動靴 ノ＼面上塩寵‾－スポーツク 
12：00 �シャッフルポート �ホール ����址三匹」．皿日昌－ユ　ノヽ ラブ 

毎週水・金 ��1上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工作 �創作室 I �どなたでも � �無料 �講師・千葉幸一さん 
14：30 �いっしょに工作を 楽しみましょう！ �����（創作室ボランティア） 

＊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。

◆3月のエスプ休館日7、14、21、28、31です。

スーさんのひとりごと

オミクロン株による感染が宮城県内で多く
なっています。手洗い、換気、マスクの正し
い着用、三密の回避といった基本的な感染予

防対策を徹底し重症化を予防しましょう。
（K）

塩竃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IIjFスプ雷蕾
丁軋：022－367－2010　FAX：022－365－3741

EmaiI宰稗史互生如通塾噂卑近連」や

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）

塩母方公居館
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342

E一maiI：k型劇壇maimlyagLLP

開館時間午前9時～午後9時　休　館　日：年末年始


