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KU－MAは宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙教育センターと連携しています。
今年も宇宙科学に関するワークショップを通して、家庭教育力の向上に寄与することを目的に「宇宙の

学校at Lおがま」を開催します。KU－MAは宇宙のことだけを学ぶ学校ではありません。日常、身の
回りで起こることや、子どもが不思議に思う宇宙と関わりがないようなことも教材として使用していま
す。宇宙科学について、大人も子どもたちと一緒に学んでみませんか？
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「子ども・宇宙“未来の会は略して　‾う

「KU－MA」（く－ま＝空馬）といいます。

‡
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子どもたちの心に好奇心、冒険心、匠の心を育んでいくというKU－MAの宇宙教育についてのコン
セプトがあります。全3回のプログラムの他に、家庭学習教材（30種類）をオリエンテーションで受け取

り、そこから好きな課題を選んでレポートにまとめます。
今回で12回目となるワークショップにこれまで参加した保護者の方々から「レポート作成やまとめ

方、子どもが自主的に作成するようになり、成長を感じられた」「普段子どもが考えていることを知る
機会ができた」「学校とは違う学びがあって刺激になった」など感想をいただいています。

棚“舶配陶肺臓まtr十★
【剃回】8月6日（土）　開校式、オリエンテーション、　“”鵜。臆鵜。＿ ］鵠

飛行機を作って飛ばそう

【第2回】10月8日（土）月と地球、望遠鏡を作ろう

【第3回】12月10日（土）熱気球を作ろう、レポート発表会

閉校式（修了証授与）

【場所】公民館大会議室
【時間】13：30－15：30（いずれも）

【対象】小学生親子20組（連続3回参加できる方）

【申込】
7月5日（火）－

電話、FAX、e－mailにて受付

畦星型書聖」
績

【参加料】1組1，000円（教材費）※プログラムは変更することがあります



第3回　～3つの音色で奏でるアンサンブルの魅力

「SAXマスターズ」

「新しい風」は、塩竃市生涯学習センターを拠点に活動する団体・サークルを掲載しています。

堅苦しくなりがちな「生涯学習」を気軽に始められるきっかけになるようにインタビューなどを交えてご

紹介していきます。

第3回は音楽活動の団体「SAXマスターズ」です。SAXマスターズさんはその名の通りサックス（サクソ

フォン）を演奏する3人のメンバーで構成された団体です。エスプでは、4年前の20周年記念の際にオープ
ニングセレモニーの演奏でイベントを大いに盛り上げてくださいました。
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（左）病気がきっ

かけで、どちらかと

いうと毛嫌いしてい

た音楽を始めたと

いう五十嵐さん。

射撃やダンスなど

多趣味。

アルトサックス担当
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（申）退職後に何かやり

たいと、偶然立ち寄った

売　音楽教室でサックスに出

会ったという身崎さん

テナーサックス担当
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（右）定年後には趣味を持つ

ようにとの先輩のアドバイスを

貰っていたという畠山さん。テ

ナーサックスにあこがれて手に

：したところ

誇まりの重さに、アルけック担

†当に　　　　　　　．．

1）結成されたのはいつですか？どういう経緯で結成されましたか？
震災後の2012年頃から同じ利府の音楽教室に3人個々に通っていました。先生が教室を辞める

際にグループ結成を勧められたのがきっかけです。2013年9月からこの塩竃市公民館で活動するよ

うになりました。

2）サックスの魅力はどういうところですか？
サックスは“わかい楽器●’と言われていて音域が狭いとされています。クラシック音楽での演奏

は数多くなく、ジャズのイメージが強いと思います。金管楽器と思われがちですが、実はリードを

使う木管楽器の仲間で、その操作性と一番は何といっても音が魅力です！

詳3）サークルのアピールポイントは一丁タ　ヽ　－」＿」ヽ．－、書〃‘／A圭＼＿うで＿ユー　　′）　1．1

アンサンブル（合奏）です。3人で息を合わせて演奏しているときが、一番楽しいですね。

4）今後の活動目標を教えてください。

定期的なコンサートと、老人ホームなどでのボランティア演奏をずっと継続していきたいです。

今はコロナ禍でいろいろと制限がありますが、これからも積極的に行っていきたいです。人前で演

奏することは練習へのモチベーションにもつながっています。

こちらの質問にユーモアたっぷりで気さくに応じてくださったSAXマスターズのみなさん、あり

がとうございました。
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ミニ知識

SAXはアルト“テナー・バノトン・ソプラノの4

種類が主流。クラシックはアルトサックス、ジ

ャズポップス系はアルト・テナーサックスが標

準的に用いられている。

サックスに興味のある方見学に来ませんか？

【SAXマスターズ】

と　ま毎週水曜日　午前

場　所：塩竃市公民館視聴覚室
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塩竃市公民館スマートフォン講座

【講座予定日】

①　7月28日（木）10：00－12：00

②　9月30日（金）10：00－12：00

③11月18日（金）10：00－12：00

④12月16日（金）10：00－12：00

⑤1月24日（火）10：00－12：00

申込締切
各講座予定日の1週間前まで
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【対　象】18歳以上の市内在住または在勤者
スマートフォン初心者

（ソフトバンク“ドコモ“auご利用の通信会社

を問わずご参加いただけます）
※無料貸出しのスマートフォンを使って参加者

全員が同じ機種で操作を体験します。

【場　所】塩竃市公民館　図書室

【定　員】各予定日　先着15名
※申込者数が5名未満の場合、別日にご

案内させていただく場合がございます。
予めご了承ください。

【内　容】初心者向けの講座となります。写真や動画の

振り方、マップの活用方法や基本的な操作の

方法などが学べます。
＊一回完結の講座です。

【講　師】ソフトバンク株式会社　スマホアドバイザー

申し込み先
〒985－0036塩竃市東玉川町9番1号

塩竃市生涯学習課エスプ公民館係（塩竃市公民館）
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342

令和4年度公民館料理教室受書 �話者募集 

料理教室を開講いたします

【と　き】　7月25日（月）、8月～3月（月2回）10：00－12：00

【場　所】　公民館調理室

【対　象】18歳以上の市内在住または在勤

【定　員】　20人

【費　用】1000円（材料費は別）

【講　師】　松野　茂さん
【申　込】　7月1日（金）9：00－15日（金）まで

申込は公民館事務室へお越しください。

蕩禽∴∴∴∴低率
第75回

塩竃市美術展作品募集

義ゆ∴∴∴∴∴捌議
【と　き】　令和4年11月8日（火）～11月13日（日）6日間

【ところ】　ふれあいエスプ塩竃
エスプホール等

【種　目】　洋画（水彩画・版画を含む）・日本画・書道
【作品搬入日】10月22日（土）、23日（日）9：00－17：00

※詳細は、募集要項をご覧ください。
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これまでの教室の様子
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ぷちっと・ワーク夏休み企画
「消しゴムはんこで飾るマイIやソク」

作った消しゴムはんこをトートバックに押して、
自分だけのオリジナルバックを作ります

【と　き】　7月28日（木）・29日（金）14：00－15：30

【場　所】　創作室

【対　象】　小学生以上（小学校4年生以下は保護者同伴）

【定　員】　5人

【費　用】　300円

【持ち物】　汚れもよい服装、カッター、消しゴムはんこを押したいモノ（紙、布を推奨）

【申　込】　7月5日（火）10：00－

おもちゃ病院がやってきた
壊れたおもちゃをなおします

【と　き】　7月10日（日）13：00－15：30

【場　所】　学習室1

【対　象】　どなたでも

【講　師】　おもちゃ病院「チャチャチャ」
※部品代が必要になる場合があります

あそびまショップ

外で元気にシャボン玉であそばう！

【と　き】　7月10日（日）10：30－11：30

【場　所】　空中庭園

【対　象】　幼児と保護者
【定　員】　8組

【持ち物】　帽子、飲み物、タオル

戴裁，書誌
ふれあい創ing
「ねんどでミニ野菜を作ろう」

まるめてこねて楽しいねんど工作！

【と　き】　7月16日（土）10：30－12：00

【場　所】　創作室

【対　象】　小学生以上どなたでも

【定　員】　4人

【費　用】100円

【講　師】　滝澤邦子さん

【申　込】　7月1日（金）10：00～
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たたみ工作体験
「好きな柄を選ぼう！

ミニ壷作り」

好きな色・柄のミニ畳を作ります
くるみボタンも

【と　き】　7月23日（土）10：30－12：00

【場　所】　創作室

【対　象】　小学生以上（親子参加も可）

【定　員】　4組8人まで

【費　用】　ミニ畳500円

くるみボタン200円

【講　師】（株）ベルシステム



おやこdeキッチン事業　プログラム1

おいしい食のワークショップ

「キッチンde簡単ランチメニュー」

火を使わず作れる工夫メニューを
一緒に作ってみよう！

【と　き】　7月30日（土）10：30－12：00

【場　所】　公民館調理室

【対　象】　小学生とその保護者

【定　員】　8組

【材料費】1，200円

【講　師】　キッズkettie’s kitchen

吉田恵子さん

【申　込】　7月5日（火）10：00～
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仙台市天文台
移動天文事ベガ号による
天体観望会

エスプ駐車場での天体観測

【と　き】　8月3日（水）19：30－20：30

【場　所】　エスプ1F駐車場・公民館大会議室

【対　象】　親子、興味のある方

【定　員】　30人

【講　師】　仙台市天文台

【申　込】　7月5日（火）10：00－

※雨天時は星図の使い方などのワークショップを

行います

さをり織りワークショップだれでもできる繊体験

好きな糸や毛糸を選んで自分だけのさをり織りを作りましょう！

【と　き】　8月4日（木）①10：45一帖45　②13：00－14：00　③14：30－15：30

【場　所】　学習室2
【対　象】　どなたでも（幼児は保護者同伴）

【定　員】　各コマ3人

【費　用】　500円

【講　師】　大浪幸子さん（きろり広場余暇よか代表）

【申　込】　7月21日（木）10：00－

慣れると織るスピードも速くなりバ
ツタンバッタンとリズムが響きます

第19回塩竃パレットクラブ展

油絵を展示します。

【と　き】　7月12日（火）～17日（日）

10：00－18：00

最終日は16時まで
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吉川登志子絵葉書展
5月17日（火）～22日（日）の聞、アートギャラリーに

て吉川登志子さんによる絵葉書展が開催されました。
地震により延期になっていた今回の展示には、春の花
が措かれた作品が多く展示されました。一枚一枚丁寧
に花と言葉が綴られた絵葉書に、来場者はじっくりと
目を通していました。

白土繁好豆盆栽風棚飾り展
5月24日（火）～29日（日）にミーティングルーム

で白土繁好さんによる鍼金で制作した豆盆栽風松
と刀鍔20点が展示されました。
コロナウイルスによる感染拡大防止と3月に発

生した地震により延期されていた作品展でした
が、緻密で繊細な針金による豆盆栽の数々に来場
者の多くが足を止め、見入っている様子でした。

第64回　水道週間作品展
6月4日（土）～12日（日）にアートギャラリーで

市内小学校から募集した作文・標語・図画・習字の
作品が展示されました。また同時に水道事業に関
するパネル展示が行われ、多くの親子連れが来場
しました。

本のリサイクル市

6月4日（土）・5日（日）にミーティングルームで本のリサイク

ル市を開催しました。保存期限の過ぎた雑誌を市民の皆様に

還元しています。

今回は開館前から20人以上の方が並び、多くの方にご参
加いただきました。選んだ雑誌を手にし、次回の開催予定を確

認して帰られる方もいました。

次回のリサイクル市は、10月1日（土）・2日（日）を予定して
います。

SaLonde ESP
「クラシックを楽しむ」

6月4日（土）・5日（日）に情報広場でSaIon de ESPを

開催しました。今回は6月5日に行われたDomenica88
に合わせ、ピアノやフルートの名曲集を選曲しました。

普段のくつろぎコーナーと違うクラシックの流れる空
間に、利用者はゆっくりとした時間を過ごしていまし
た。
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趣味の域を超えた技術に圧巻

興味のある本を手に取り賑わう会場

、＋∴∴十 千∴： 予告 ∴J J：1°十才 調音閤nSr I〈 顕一〇 ��i l �∴f �虹 「∴ �（〃∴∴ i �珊 �幽 i 

縫，． ��∴　　　　一′ 

∴ � ��＼ ∴二一 � �∴ 
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エスプDmenica88
“風薫る初夏の調べ”フルート＆ピアノ

6月5日（日）ホワイ工でエスプコンサートDmenica88を

開催しました。
Duo Rosier（デュオロジェ）によるフルートとピアノ演

奏が行われ、フルートの但木富美さんとピアノの仙石桂
さんの奏でる音色が、初夏の穏やかな風のように館内に
響き渡りました。

参加者からは「素散な音色に癒されました。宵待草フ
ァンタジーがとても良かったです。また、コンサートで
お聞きしたいです」「こんなコロナの時期に、フルート
とピアノの生演奏を聴かせていただき、心身固まってい
たのがおかげさまで幸せな気持ちにさせていただきあり
がとうございました。今後のご健闘をお祈りいたしま
す」「お二人の息がぴったり3曲目のバッハのとき、と
てもすぼらしかったです。曲の説明もあり少し想像しな
がら楽しむことが出来ました」などたくさんの惑想が寄
せられました。

DuoConcert

∵∴瑠」霊魂 ���� 
璃椅臆囲’ 寧＿’ ：ヽ・‾●÷／－ ���卜′‾‾T、∴、 勝 

．－： 緒 鶏 ー／イ九 

潟 � 

同級 よる． ／ヽ－ � �ツトに った �星団本 絹漂 綱漢語 ‘種函 � �」∴ 腕藩卑 款I高　一蝿∵‾登「 
∵ 

†‘へ／ 

推し本 またはじめました。
情報スタッフが月替わりで‘‘推し’’の本を集

めるコーナーがまた新たな形で復活しました。
様々なテーマを取り上げ、おすすめの図書をご
紹介します。いつもとは違った本を手に取る機
会として、ぜひご利用ください。
7月の第1弾は翻訳70周年を迎えた『赤毛の

アン』を特集する予定です。お楽しみに！

懲 ‾′J；‾ � �鰯 �・畠 
iヽ �てiA‘飴二鱒二‾盲「 ��‘・「 ．＿。，，i＿二言 �「．聖 

甘言 ������…縛 

頴 r義美 � �磁器囲賀田票i ��上野＼′ � �油 �7　，　－ 

空8m ��∴÷：†「 �∴．二義 �蜜議ふ 

－‾‾ 子ら � ��豪 ニー．、∴ ��三・蓮肇 

誓書繭－‾‾紫震 i・’も《i： 1．．、譲　　　、二審 
＼、”禁、親！1° ����　　∴中量 鷲離三二増悪嬰 

も′十い閥んも � 
7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 令和4年9月の貸館申し込みは、公民館・エスプ 

ともに7月1日（金）からになります。 
現在エスプホールは、3月16日の地震の �＊公民館への申し込み希望の団体は毎月1日（1日 

影響によりご利用できません。 �が土日の場合は月初の平日）午前8時30分に公民 

再開する際には、当館SNSや紙面でお知 らせいたします。 �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Twitterを開設しました！ �エスプのFacebookページがあります！ 

rJふれあいエスプ塩竃」で検索していただく 
「，ふれあいエスプ塩竃」で検索していただ �と、これからのイベントや報告、募集してい 

くと、これからのイベントや報告、現在の �る講座などの情報が確認できます！ぜひご覧 
開館状況などがいち早くご覧になれます〇回 　　　　00 　　TwitterORコード回 �語間くださいo　FB。Rコ＿ド醒 
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7月のめにゆう健 ＊状況により予定が変更になる場合があります

日付i曜 ＿⊥，－ ��∵－∵：　　∴∵ ��i場所！対象」定員 ���多用脅 �冨ち物　その他 

1／－30 �書幅 ��かんた．ん工作おもしろ創； ii－ミニ七夕飾りを作ろう」 �Tm 士幌 �i ！どなたでも �「‾－‾‾－｛‾ I i �」 �小さな吹き流しを作ろう 

2 �土 �11両‾†‾ U二型 �本のちょっと �本の森 �どなたでも �i l ��お話とギターを楽しもう 話し手二きっと・えすけっと 

＋ �l日 �13：00 15：30 �おもちゃ病院が やってきた �l学習室1 �どなたでも � �∴：：：∴∴∵∴十．∴∵ 　ります 
10 �日 �10：30 1 11十30 �あそびまショップ �空中庭園 �幼児と 保護者 �8組 �∴ （鎖宇斗 （ ∴ 円l i �外で元気にシャボン玉であそば う！ 持ち物：帽子、飲み物、タオル 

12 �火－ �i 開館 �第19回 �アートギ �どなたでも � ��油絵を展示します ※最終日は16時まで 

17 �日 �時間 �塩竃パレットクラブ展 �ヤラリー 

16 �土 �10：30 12：00 �ふれあい創面g 「ねんとでミニ野菜を 　作ろう」 �創作室 �小学生以上 どなたでも �4人 ��まるめてこねて楽しいねんど工 作！ 

23 �！土 i �10：30 l �たたみ工作体験 「好きな柄を選ぼう！ �創作室 �：詰：十㌧ ��） ※ �※ ミニ畳500円 
I i �」＿甘00 i �ミニ畳作り」 ��可）　　　　で ��i i i �くるみボタン200円 

28・29回書 　く 」 ���i ぷちっと・ワ一一一ク夏休み企画 弓肖しゴムハンコで飾る 　マイバック」 �� 創作室 公民館 詞理室 �′時宗以上車 ��i 300 円 �；＼六月、学校4年生以「寸よ保護者同 伴 詳細は4耐こあり 

30田 ���おやこdeキッチン プログラム1おいしい食の 　ワークショップ I「キッチンde簡単ランチ i 　メニューー」 �� ��∴ 1 �火を使わず作れるメニューを一 緒に作ってみよう！ 

8′′i’3 �水 �19：30I　　仙台市天文台 ��エスプlF 駐車場 �i 親子、興味 �30人 �目 �エスナ駐車場で天体観測 ※雨天時は星図の使い方などの 
20：30 �移動天文車ベガ号による 　天体観望会 公民館 大会議室 �のある方 ���ワークショップを行います 

8′・・’4　　　木 ��※ �さをり織りワークショップ だれでもできる織体験 �学習室2 �どなたでも （幼児は保護 者同伴） �各コマ 3人 �500I 円l �5両に詳細あり 

81／’6 � �13：30 �KU一肌宇宙の学校 �公民館 �すべての回 に参加でき �20組 �i 1000 �1両に詳細あり 
101′8　土 聖上－ ��15：30 　） �atLおがま �大会議室 �る小学生親 　子 ��円 

毎週水．金　目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　ふお・ゆ 
12：00 �おはなし会 �スペース �どなたでも 

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i i �l l l �無料 �講師：千葉幸一さん 
15：00 �楽しみましょう！ �����（創作室ボランティア） 

スーさんのひとりごと 

小生の定年を60歳と捉え、1時間ドラマで考えて見ると・・・
一般的に開始から15分（15－18歳）社会での人生が始まり、

20分位で（20歳代）このドラマがどのような展開になるかが

始まります。40分（39、40歳）ここでもう、面白いドラマか

どうかが決まってきます。サスペンスものなら今から犯人を

捕まえに行くって感じ？6月に53歳を迎えた小生は、番組
でいうところの予告あたり‥・でしょうかね（苦笑）。ただ、頑

張って心身共に若く、気力を持って生きていけば、最終回は
60分じゃなく90分に延長になるかもしれません。20－50歳

代までを心身共に有意義に過ごせたかどうかで時間拡大特番
になるかどうか、つまり定年後もより豊かな人生を送れるか
どうかが決まってくるのでしょうね。

文科省が推奨している豊かな人生をおくるための学習（生
涯学習）…今からでも遅くありませんよね。（M）

塩竃市生涯学習諜
〒985－0036　宮城県塩竃市束玉川町9番1号

ふわあIIエスプ塩脅
TELiO22－367－2010　FAX：022－365－3741

E－鵬Ii：笠塾地g銀色止し要塞」Jp

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）

塩富赤∵公．居館
TEL●022－365－3341FAX’022－365－3342

E一問I目処出血車型処し踊⊥皿
開館時同午前9時～午後9時　休　館　日：年末年始


