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4月1日（金）から、市役所の組織が一部変わります。生涯学習課は、生涯学習係とエスプ公民館係
の2係体制で皆様によりより生涯学習を提供させていただきます。

国司紬二と

生涯学習係 

生涯学習に関する慌鶉の堤僕や菩及、地域学較盛儀活動、 

社会教書団体の育成に関する糞務を行います 

公民館の受付・管理 

奈公民飴の受付はこれまでどおりこちらで行います 

、はし白的？鼻白事甘ん神子

赫座る �定員 �学習β �学習時間 �講節 

年 前 �華道 �20 �祭2・4〈金） �10：的′－12：㈲ �阿部秀治さん 
煎索道 �10 �癖l・2・3〈火〉 �10：00－－12：㈱ �陸揚南曾さん 

フラワーアレンジメント �10 �第3（β） �l鎚00－‘2：的 �瀧田忠子さん 

午 後 �陶箋 �30 �勅く土）・癖2〈月） �i3：㈱－15：00 �岡埼雅芳さん 
絵画 �20 �第2・4〈火） �14：00・－！6：00 �吾妻賞さん 

日本国 �15 �癖2・44金） �13：30′－15：310 �阿部淑子さん 

夜 間 �合這 �40 �篤い3・4（水） �18：00一20：00 �鈴木経国さん・振合青嶋さん 
民謡 �15 �無l・2・3（月〉 �18：30～20：38 �菊池州苑きん 

案遥 �！0 �綜l・3〈会） �19：00～21：00 �浅井在邑さん 

クッキング �IO �第2・4（木） �19：00一一2l：㈱ �）Il口裏奈義さん 

お菓子づくり �IO �第3く木） �19：00・－2上的 �間口薫蒸寅さん 

【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】指定の申込用紙を公民館へ　※申込用紙は公民館にあります
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豆盆栽風棚飾り
鍼金で制作した盆栽風松と
刀鍔20点を展示します

【と　き】4月19日（火）～24日（日）

【ところ】ミーティングルーム

吉川登志子絵手紙展

絵手紙作品20点を展示します

【と　き】4月12日（火）～17日（日）

長井勝一漫画美術館主催事業つげ忠男原画展

2月12日（土）～27日（日）の期

間、アートギャラリーで「つげ忠
男原画展」を開催しました。

直筆原画の展示、インタビュー
映像の上映を行いました。

SGMA
糊l誌棚鼻的nmr髄11既を狐灘

；、・・：、畢薄醤撃ギ聞

き三一一聖二輩

塩竃フォトフェスティバル2022

Nikon PhotoContest

2018－2019，2020－2021

3月4日（金）～13日（日）の期間、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の2018－2019年と、2020－2021年

の受賞作の一都を展示しました。
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科目ヨ凶∈ �ヨー �○ 

研究者と棋士。分野は違えども、ともに・挑戦
最前線で前人未到の挑戦を続けるふたり。

共通する準備、学び方、メンタルの持ち
方が明らかに。

（出版社・メーカーコメントより）
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常識のブレーキをはずせ

山中伸弥／著
藤井聡太／著（講談社）
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ドイツの鷺らし60

みなさん、お元気でしたか？
今年のお正月に、ドイツに住んでいて初めて、日本の年賀はがきをもらいました。
それも私が3歳の時以来、会っていなかった従妹からのもの。（その年月ウン十年）。
そういえば年賀はがきにはお年玉抽選があるんだよな、と思い出して、郵便局のサイトを見る

と、なんと、当選しているではありませんか！

当たったのは切手シートとはいえ、30年以
上のドイツ滞在で初めての年賀状、かつ、それ
は何十年も会っていない従妹からの、そしてそ
のはがきが当選している、というのはかなりの

高確率なのでは？と思われます。ホクホクで
す。では∪

掴　陣場鰯両線欄紳輔
〟嘩組二願噂馳高腰醸細陣場駄〝

＊＊＊　　いちごジャム　＊＊＊

（（材料））
いちご　2パック

砂糖　イチゴの半分の量（大体でOK）

（（作り方））
1．イチゴのヘタを取る。
2・すべてのイチゴをビニール袋に入れて、

砂糖を加える。
3．よくもんでから冷蔵庫に2日入れる。

←これ重要　味がここで決まります。

4・鍋に入れて中弱火で30分煮る。

出来上がりli

簡単でしょ！？

食べるときに最初にジャム、その上にバターと、
順番を変えるだけでおいしさ倍増です！
ぜひお試しください
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レシピは動画でもご覧いただけます。

引き続き体調にはくれぐれもお気を付けください。　https：l／），Outu・be／R、′2RQAG30NJ
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鶴田美奈子

Li

ー3－

I
最
初

等子東電
根

葉

－
〃
h
l
1

7
1
＾
I
の
l
！
l

購
∴
録
－
1
鳥
i
l
b

複
而
r
－
1
▼
　
証
門
′

ピ

　

T

J



請けいじiまんま戸醐離
4月のエスプホールの使用について

卓球・バドミントン
プホールを開放している日は、2階本の森のカウン

申し込みをすると、卓球やバドミントンが30分ず
っ楽しめます。利用日時は変更になる場合がありますの

で、ご了承ください。

【使用できない日】
4月の使用可能な日については、エスプ事務室まで

」

お問い合わせください。

エスプのTwitterを開設しました！

Twitter ORコード

回

エスプ・公民館の貸館の申し込みについて

令和4年6月の貸館申し込みは、公民館・エスプ

ともに4月1日（金）からになります。

＊公民館への申し込み希望の団体は毎月1日（1日

が土日の場合は月初の平日）午前8時30分に公民

館事務室へお集まりください。電話でお申し込み

の場合は9時からお願いします。

エスプのFacebook

ページがあります！

FB QRコード

4月のめにゆう鐙　＊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 

l～28 �金 �開館 �かんたん工作おもしろ創！ 　レクレお花の風車を �創作室 �どなたでも � �無料 ��色紙やストローを使った 風車作り 
木 �時間 �クllと 　作ろう ������※材料なくなり次第終了 

2 �土 �l十00 11：30 �本のちょっと �本の森 �どなたでも �－ �無料 ��お話とギターを楽しもう 話し手：きっと・えすけっと 

10 �日 �11：00 �おはなしぽんどらの �キッズ �どなたでも �－ �無料 ��パネルシアター、絵本、 紙芝居、エプロンシアタ 
11：30 �おはなし会 �スペース �����ーをお楽しみください 

12－17 �火 日 �開館 時間 �吉川登志子絵手紙展 �アート ギャラリ �どなたでも �－ �無料 ��絵手紙作品20点を展示 

19－24 �火 日 �開館 時間 �豆盆栽風棚飾り �ミーティ ング ルーム �どなたでも �－ �無料 ��銭金で制作した盆栽風松 と刀銭20点を展示 

5／5 �木 �※ �さをり織りを体験しよう！ �学習室2 �小学生以上 どなたでも （小学生未満 は保護者同 伴1名まで） �各回 3名 まで ��500円 �講師：大浪幸子さん （さをり広場余暇よか代表） 受付4月23日（土）10時 ※①10時30分～11時 30分②12時～13時③13 時30分～14時30分 

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：塩竃ニュースポ 
12：00 �シャッフルポート �ホール �����－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 
12：00 �おはなし会 �スペース �どなたでも ����ふお・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 �－ ��－ �講師：千葉幸一さん （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o

◆4月のエスプ休館日4、11、18、25、29、30です

スーさんのひとりこと 

いつまでも続くと思われた寒さが、ここ数日、嘘のように和

らいできました。季節の移り変わりを感じつつ、物事の節目を

考えさせられることが多々あったように思います。

変わりゆくもの、変わらずに残していきたいもの、現実は厳

しい冬の寒さを思わせますが、自分の心を偽ることなく、春風

のように穏やかに過ごしていきたいと感じる一年でした。

4月より組織変更が行われますが、エスプ・公民館の受付等
これまで通り変更ございません。よろしくお願いいたします。

（S）

塩高市生涯学習課
〒985－0036　宮城県塩竃市東玉川町9番1号

ふわあいエスプ雷電
TEL：022－367－2010　FAX：022ぺ65－3741

E一maii：蛙逗山Ogama・myag上」ヱ

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）

雷管方公居館
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342

E一maiI：k鍵即映孟唆9＿I地霊hlg艶鵬且Lyj狙I＿」P

開館時同午前9時～午後9時　休館　日：年末年始


