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復活のエスプ

3月の地震の影響により休館していたエスプですが、4月23日（土）から開館いたしました！
今後はイベントやコンサートを多数予定しておりますので、ぜひエスプに遊びに来てください！

本のリサイクル市　　　　　　　　　　　Salon de ESP

保存期間の過ぎた雑誌などを市民の皆様へ鯛　　　　「クラシックを楽しむ」
で提供し、還元しています。
（※なくなり次第終了）

【と　き】　6月4日（土）・5日（日）
10：00－16：00

【ところ】　ミーティングルーム

＜提供にあたってのお願い＞
・提供冊数は一人10冊まで
“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
・入場制限を設ける場合があります

エスプコンサートDomenica88

風薫る初夏の調べ
～フルート＆ピアノDuo Concert～

【と　き】　6月5日（日）
14：00－15：00

【ところ】　ホワイエ
【出　演】　但木富美さん（フルート）

仙石桂さん（ピアノ）
【曲　目】　愛の挨拶、ロマンス　ほか

場無料 � � 

鴎　　情報広場にて・クラシックCDをお楽しみいたや　　だきます。

やめ　　【と　き】　6月4日（土）・5日（日）

10：00－11：00

【ところ】　情報広場
【曲　目】　フルート・ソナタより第3楽章、

交響曲第
＊入場無料

く亘〕
ぷちっと・ワーク　夏休み企画

「消しゴムハンコで飾る

マイバック」

消しゴムハンコを作って、自分だけのデザイ
ンに仕上げよう！

【と　き】　7月28日（木）・29日（金）
14：00－15：30

【ところ】　創作室
【対　象】　小学生以上　各日5人

（小学4年生以下は保護者同伴）

※詳細は7月号にてお知らせします！
お楽 

この他にも夏に向けて、あそびまシ � � 
ヨッブなどイベントを企画中！ �●　● �●　　◆ 
エスプのSNSをフォローして見逃さ　　こ三　〇 �� 

ないでね！ �� 

しみに！

二面に続きます
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本のちょっと

お話とギターを楽しもう

【と　き】　6月4日（土）
11：00－11：30

【ところ】　本の森
【出　演】　きっと・えすけっと
【対　象】　どなたでも

おはなしぽんどらの
おはなし会

パネルシアター、絵本、紙芝居、エプロン
シアターをお楽しみください

【と　き】　6月12日（日）
11：00～11：30

【ところ】　キッズスペース
【出　演】　おはなしぽんどら
【対　象】　どなたでも

ふれあい創ing
「クマさんぬいぐるみを作ろう」

【と　き】　6月18日（土）・19日（日）

10：30－12：00

【ところ】　創作室
【対　象】　小学生以上　各日6人まで
【講　師】　伊澤あゆみさん
【申込み】　6月4日（土）10：00～

‘i第64回水道週間作品展ii i　　　　i 

’　　　　　　！ i市内小学校で募集した作文“標語“図i 

；画・習字などを展示します。　！ 

i【とき】6月4日（土）～12日（日）i i　　　　i 

甑、，＿．＿＿．＿＿．＿＿．．＿．一．＿．＿．＿＿＿＿．，＿．＿．＿．＿、．諒 

－2－

たたみ工作体験
「好きな柄を選ぼう！
ミニたたみ作り」

好きな色・柄のミニたたみを作ります。
くるみボタンも。

【と　き】　6月25日（土）
10：30－12：00

【ところ】　創作室
【対　象】　小学生以上（親子参加も可）

3組8人まで

【講　師】　㈱ベルシステムさん
【参加費】　ミニたたみ500円

くるみボタン200円

【申込み】　6月4日（土）10：00～

スマ地下フォン講座

アンドロイドのスマートフォンの操作方法を

勉強します。

【と　き】　6月23日（木）
7月8日（金）・28日（木）

10：00－12：00

【ところ】　公民館1F旧図書室
【講　師】　門馬愛さん
【定　員】　各日15人
【持ち物】　使用しているスマートフォン

（アンドロイド）

【申込み】　受講を希望される日の1週間前
までにお申し込みください。
＊1日の参加人数が5人に満た

なかった場合、別日をご案内す
ることがあります。

令和4年度下半期

アートギャラリー展示作品募集

【展示期間】
令和4年10月1日（土）

一合和5年3月30日（木）

【募集期間】
令和4年6月14日（火）

一合和4年6月29日（水）

＊アートギャラリーに関するお問い合わせ
は、エスプ事務室へ。
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ドイツの暮らし61
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みなさん、お元気でしたか？
コロナ禍以来、欲しいと思っていた天体望遠鏡、先日購入しました。
夜になる前にと、いそいそと組み立てたはいいものの、60キロの重さの物体、外に出そうと持ち

上げたら、あまりの重さに頭がクラクラして、日に星が散ってしまいました。
明るいうちから早速に星を見せてもらえるなんて、さすがの性能だな。。。ん？
では。

＊＊＊　　おいしい自家短歌　たまに川柳　その3　＊＊＊
パンの代わりによく食べられるクネッケのご紹介です。

材料はパンと同じですが、水分を飛ばしてカラカラに乾燥させます。
ということで、川柳にしてみました。

‘‘クネッケを親子で作って水入らず，，

＊＊＊　　カラカラクネッケ　＊＊＊

（（材料））
ライ麦粉60g
オートミール　50g

亜麻仁　85g
塩　小さじ1
イースト　小さじ1

オリーブ油　大さじ2
水　175mI

圏蝉、へ一難、一一〔」　けいじぽん

（（作り方））
1ビニール袋にライ麦粉、オートミール、亜麻仁、塩、
イースト、オリーブ油、水を順にいれ、よく混ぜ合わ
せる。
2　中身をクッキングシートの上に出し、上にもクッ
キングシートをかぶせる。
3　5ミリぐらいの薄さによく伸ばす。
4　上のクッキングシートをはがす。
5　5センチ四方に切りこみを入れる。
6150度のオープンに入れて50分焼く。

出来上がり！
レシピは動画でもご覧いただけます。

https：／／youtu．be／BgVDW5＿k8DA

引き続き体調にはくれぐれもお気を付けください。
ドイツにて蒔田美奈子

旦』＿のエスプホールの使用についエ

現在エスプホールは、3月16日の地震の影響によ

りご利用できません。

再開する陳には、当館SNSや紙面でお知らせいた

します。

エスプのTwitterを開設しました！

Twitter ORコード

島的軸は脚

回
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エスナ公民館の貸館の申し込みについて
令和4年8月の貸館申し込みは、公民館は6月1

日（水）から、エスプは6月4日（土）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

く．

嶋圏



6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

聖二」 �曜 －＿－＿⊥ �時間 �内容 �場所 �（対象 �定員 �参加費 �！持ち物その他 

4－29 �土 水 �開館 時間 �かんた㌃三下話すこ言訂「「 「ぴょんぴょんカエルを 　作ろう」 �創作室 �どなたでも �i �無料 �※材料なくなり次第終了 

4 �土 �1上00 1日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 

4i5 �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 �－ �無料 �詳細は一面へ 

4・5 �土・ 日 �10：00 1日00 �SaIondeESP �情報広場 �どなたでも �－ �無料 �クラシックCDをお楽し みいただきます 

5 �日 �14：00 15：00 �エスプコンサートDomenica88 風薫る初夏の詞ベーブルート ＆ピアノDuoConcert〈・ �ホウイエ �どなたでも � �無料 �出演：但木富美さん （フルート）、 仙石柱さん（ピアノ） 

12” �日 �llrOO �おはなしぽんどらの �キッズ �どなたでも �－ �無料 �話し手：おはなしぽんど 
1上30 �おはなし会 �スペース ����ら 

18・19 �土・ 日 �10：30 12：00 �　ふれあい創面 l●クマさんぬいぐるみを作ろ 　う」 �創作室 �小学生以上 �各日 6人 �無料 �l詳細は二面へ 

25 �土 �10：30 12：00 �たたみ工作体験「好きな柄を 選ぼう！ミニたたみ作り」 �創作室 �小学生以上 （親子参加 も可） �3組 8人 �＊ �＊詳細は二面へ。 

6I！23 7／8・28 �木 �10：00 12：00 �スマートフォン講座 �公民館 �＊ �各日 15人 �無料 �＊詳細は二面へ 

7′／28・29 �木・ �14：00 �ぶちっと・ワーク �創作室 �小学生 �各日 �＊ �＊詳細は一面へ 
金 �15：30 �夏休み企画 ��以上＊ �5人 まで 

毎週水・金 ��廿00i �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i日 ��10：00 15：00 �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 �どなたでも � �無料 �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。
◆6月のエスプ休館日1、2、3、6、13、20、27、30です。

年月」日（水）～3日（金）は特別整理期間のため休館します。

スーさんのひとりこと

今年の4月1日の人事異動で、十数年ぶりに
再び生涯学習センターで働くことになりまし
た。おかげさまで日々楽しく仕事をさせて頂い
ております。

「生涯学習」に携わるのも二度目。これを機
に、何か新しいことを始めてみたいなあ…、と

考えております。ちなみに、去年の春頃から
K－POP好きが高じ、独学で韓国語の勉強を始
め、現在も継続中です。再び旅行で韓国へ行け
ようになった時、日常会話等で困らないレベル
になっている事が今の目標です。

エスプや公民館を利用される皆様が、ここで

過ごすことをきっかけに、新たな「生涯学習」
を見つけて頂ければ幸いです。　　　（N）

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IIJ∴スプ管首

TEL：022T367－2010　FAX：022－365－3741

E一mai上策氾き迫iy s虹蝿ama却yagiLP

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）

塩i軍馬∵公，辱」鍔
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342

E一maiI：koum剛ogama…ya鶏」峻

開館時同午前9時～午後9時　休　館　日：年末年始


