
エスプの「ヅノーハウス」をご存じですか？大きなヒマラヤ

スギがそびえたつ中にある、とっておきの空間。

しおがま文化大使でもある写真家の平間至さんが故郷・

塩轟に楽しい冒険基地をプレゼントしたいと思い立ったのが

始まりです。ヅノーハウスグ）エーター小林崇さんが制作し、

2007年3月に東北初とも言われるヅノーハウスとして完成

しました。

今ではエスプをみまもるシンボル的存在です。この楽しい

基地に、みなさんも遊びこ来てみませんか？
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むけいじlまんま
5月のエスプホールの使用につし＼て

エスプホールは3月16日の地震の被害の

ために当面の間、ご利用いただけません。

今しばらくお待ちください。

随時HPなどでお知らせします。

エスプのTwitterを開設しました！

Twitter ORコード

脚細教審聖揖導出

5月のめにゆう塵

回

エスプ・公民館の貸館の申し込みについて
令和4年7月の貸館申し込みは、エスプは5月1

日（日）、公民館は5月2日（月）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！

★印のイベントはエスプ休館の場合は中止となります
＊状況により予定が変更になる場合があります

日 付 �曙 �時間 �内容 �場所 �対象 �定員 �参加 費 �持ち物　その他 

5 �祝 �※ �さをり織りワークショ 　ップ だれでもできる �公民館 �どなたで も（小学生 �各回 �500 円 �講師：大浪幸子さん （さをり広場余暇よか代 表） 申し込み4月23日（土）10 時～ ※①10時30分～11時30 分（912時－13時③13時 30分～14時30分 
織体験 �第1会議 �以下は保護 �3名 

すきな糸や毛糸を選ん でさをり織りを作りま 　しょう！ �室 �者 同伴） �まで 

7★ �土 �1上00 1上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 

8★ �日 �13：00 �★おもちゃ病院が �学習室1 �どなたで � �※ �こわれたおもちゃをな おします。おもちゃ病 白「 
15：30 �やってきた ��も ���院チャチャチャ」 ※部品代がかかること があります 

15 �日 �（午前） 10：30～ 12：00 �移動創作室 �公民館 �どなたで � �無料 �かんたん工作おもしろ 創！ 特別工作「によろによ 
（午後） 13：00－ 15：00 �公民館であそほう ） �図書室 �も ���ろへびさんを作ろう」 その他お絵かき、新聞 工作など 

誓　日 ��14：00 �★エスプコンサート �ホウイ工 �どなたで � �無料 �詳しくは後日お知らせ 
15：00 �Domenica88 ��も ���します 

毎週火 ��10：10～ �★ニュー・スポーツ �エスプ �どなたで �－ �無料 �持ち物：運動靴 企画：塩竃ニュースポ ーツクラブ 
★ ��12：00 �シャッフルポート �ホール �も 

毎週水・金 ��1日00－） �★キッズボランティア �キッズ �0歳から どなたで も � �無料 �企画：子育て支援 
★ ��12：00 �おはなし会 �スペース ����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 楽しみましょう！ �創作室 �どなたで �－ �－ �講師：千葉幸一さん 
★ ��14：30 ���も ���（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。

スーさんのひとりこと 

新年度に入り早1ケ月、皆様も新しい環境に
慣れてきた頃ではないでしょうか？是く言う私
も新たにエスプ担当になり早1ケ月。態度だけ
はすっかりベテランですが仕事はまだまだの毎
日です。
引き続きご指導のほどよろしくお願いしま

す。（T）

塩註市生涯学習課
〒985－0036　宮城県塩竃高菜玉liI町9番1号

ふ，わあIIエスプ締
TEL：022－367－2010　FAX：022－365－3741

Emai上宝追随
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）

羞「庫r赤∵公」寛」鍔
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342

E一問一日　逃呼止独地軸止蟹」通
開館時同午前9時～午後9時　休　館　日：年末年始
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