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ふれあいエスプ塩竃では、年に約3回「大人のあそび時間」と題して、18歳以上の大人の方向けに気軽に楽
しめるワークショップを開催しています。

今年度初めての大人のあそび時間は、講師にハーバリストの阿部薫さんをお迎えしてハーブを自分流に組み合
わせてハーブティーを作る「ブレンドハーブティー・レッスン」を開催します。あなただけのハーブティーを作
って、味わってみませんか？

大人のあそび時間presents

rオーIジナ妃を楽し恕l駕し

と　き　10月11日（火）1

ところ　　エスプ　学習室1

対　象　18歳以上（お子さん連れ

の場合は要相談）

定　員　15人

材料費　1，000円

講　師　　阿部　薫さん（八一バリスト・

ハーブ工房ま－じょらむ主宰）

持ち物　　特になし

申　込　9月6日（火）10：00－材料費を

添えてエスプ事務室まで

ハーブの効能を学び、免疫力UPや冷え性改善など目的に合わ

せてブレンドハーブティーを2種類作ります。

作ったハーブティー6杯分は持ち帰り用に、最後に先生がブレンド

／発声たハーブティーを試飲していただく予定です。
騎感

‡変更または中止となる場合があります



がんたん工作おもしろ創！
「ボンボンのお月見うさぎを作ろう」

毛糸を使ってふわふわうさぎを作りましょう

【と　き】　9月開館時間中

【場　所】　創作室

【対　象】　どなたでも

＊材料がなくなり次第終了

俄を一高，験龍一湖倣、御収め抑甑輸職域嬉璃紳掃く鋤：働鼎毅漸

エスプDomenica89

「アニバーサリー」
ピアノの演奏をお楽しみいただけます

【と　き】　9月4日（日）14：00－15：00

【場　所】　ホワイ工

【対　象】　どなたでも

【出　演】　下山とくこさん

【演　目】　即興曲（シューベルト）

ノクターン（ショパン）など

嶺、機駄拙論＝蛍上境Å母上細目倒ゝ制日嗣日掛言抑言細、細：進

SaIon deESP
「音楽でくつろぐ読書タイムを

－ア二バⅢサリー～」

9月4日（日）に開催するDomenica89の演奏曲

をCDで流します

【と　き】　9月2日（金）、3日（土）

10：00～15：00

【場　所】　ェスプlF　くつろぎコーナー

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】　9月11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」さん

＊部品代が必要になる場合があります

紀・絢柵舘食む　敬蹄㍊戦線鑑髄的（曲線残海神冷徹

ぷちっと・ワーク
「はじめてのがんたん和モダン切り絵第2弾」

昨年好評をいただいた切り絵ワークショップが

帰ってきました！作品はフレームに入れてお持

ち帰りいただけます

【と　き】　9月16日（金）14：00－15：30

【場　所】　学習室1

【対　象】18歳以上10人

【参加費】　200円

【申　込】　エスプ事務室にて受付中

恵、通尊信秋穂吊蛋掛川的傍目駄頑

あそびまショップ「エスプミニ運動会」

たのしくからだを動かそう！

【と　き】　9月29日（木）10：00－11：30

【場　所】　公民館大会議室

【対　象】　幼児と保護者

【定　員】15組

【持ち物】　動きやすい服装、飲み物

【申　込】　9月8日（木）～エスプ事務室
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霊園
●

えっぐおじさんのたまごの学校

えっぐおじさんこと菊地克三先生とたまごを

使ったクラフト工作を楽しもう！

【と　き】　9月17日（土）10：15－12：00

【場　所】　創作室

【対　象】　どなたでも＊未就学児は保護者同伴

【定　員】　20人

【材料費】　500円

【講　師】　菊地克三さん（エッグ工房「殻」主宰）
【申　込】　9月1日（木）～エスプ事務室

、油粕観戦働′婦惣一彬綬勝助埋朕蛾鵜

おやこdeキッチン　プログラム2

出張ワークショップ
「おさかなが食卓にくるまで」

まぐろ料理を作ってみよう
【と　き】10月2日（日）10：00～13：00

【場　所】　塩竃市魚市場
【対　象】　小学生とその保護者
【定　員】12組

【材料費】1組1，200円

※別途保険料を頂戴します
【持ち物】　エプロン・三角巾
【講　師】　講師：キッズkettIe’s kitchen

吉田恵子さん
【申　込】　9月6日（火）～エスプ事務室
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団日

田　　　　隅田

お地蔵様と○△Ⅲ

第35回塩釜地区心身障害児童生徒作品展

「ふれおい作品展」

塩竃市男女共同参画推進月間

パネルキャラバン

さとみゆきこさんによるイラスト展

【と　き】　開催中～9月4日（日）まで

10：00－18：00＊土・日は17：00まで

絵画・織物・貼り絵・その他工作の展示

【と　き】　9月6日（火）一16日（金）

10：00～18：00＊土“日は17：00まで

ポスターパネルの展宗

【と　き】　9月21日（水）～29日（木）

10：00－18：00＊土・日は17：00まで

…一　　一灯………∞…∴紫一葉ニーの一笑驚喜

ESPDANCEPES2022開催

映像審査による開催となります。

【募集期間】　9月1日（木）～10月21日（金）必着

【応募部門】　①エキスパート部門（10団体）

ダンス部に所属・ダンススクールに通う方が対象

②ふれあいエスプ部門（7団体）

小中学生やキッズクラブ等が対象
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【応募方法】　映像データとダンス音源が記録されたUSBと応募用紙を郵送または持参

【応募資格】　宮城県に在住“在学・在勤のいずれかに該当すること。部活、部活外でも応募可能

1人でも応募可能。（ただし、中学生以下は保護者の承諾が必要）

【提出映像】　5分以内。衣装・舞台・照明等は自由※無編集・無加工の映像を提出してください。

【結果発表】　令和4年11月中旬までに受賞者への個別通知

【上映会・授与式】12月4日（日）会場は別途通知

※詳しくは、塩竃市ホームページのESP DANCE PES2022の募集要項をご覧ください。

令和4年度塩竃市公民館

スマートフォン講座

初心者向けスマートフォン講座

【と　き】　9月30日（金）10：00－12：00

【場　所】　公民館図書室

【対　象】18歳以上の市内在住または在勤

【定　員】　先着15人

【講　師】　ソフトバンク（株）スタッフ

【申　込】　9月22日（木）まで

マンガを描いてみよう！講座番外編2
「まんがイラスト相談室」

プロの漫画家にイラストや漫画の描き方などについ

て相談して、スキルアップを目指そう！

【と　き】　①10月2日（日）・②9日（日）13：30－16：30

【場　所】　公民館　①2日　2F会議室①②③

②9日lF図書室

【対　象】　小学4年生～（年齢上限なし）

【定　員】　各日15人

【講　師】　ひが栗さん（漫画家・塩竃市在住）

【持ち物】　好きなまんが一冊、筆記用具、はさみ

【申　込】　9月6日（火）～エスプ事務室
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第75回塩竃市美術展作品募集

【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

【部　門】　　洋画（水彩画e版画を含む）・日本画一書遺

臣出品資格】　　市内外を問わず、一般成人及び学生（高校生以上）

【作品搬入】　10月22日（土）、23日（目）9－00～17：00

塩竃市公民館　　〒985－0036　宮城県塩竃南東玉川町9番1号

※詳細は、募集要項をご覧ください。
㌔‾〈－

綴詰薬窮般藷難訓詰搬瑞膚棚繍綱諒藍率繕

問い合わせ先　　塩竃市美術展実行委員会事務局（塩竃市生涯学習課内）
〒985－0036　宮城県塩寵市東玉川町9番1号

Te9　022－367－－2010（ふれあいエスプ塩竃）

Fax O22－365－3741（ふれあいエスプ塩竃）

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」

7月28日（木），29日（金）に創作室でぷちっと・ワー

クの夏休み企画を開催しました。

消しゴムをカッターで削ってはんこを作り、無地のトート
バックに様々なインクでスタンプを押して自分だけのオリ

ジナルデザインに仕上げました。

参加者は初めてカッターで工作を行う小学生が多く、
ともに参加した保護者とカッターの扱いを学びながら作業

しました。

→出来上がったトートバッグを

手に満足気です

←真剣に消しゴムを掘る参加者

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

「キッチンde簡単ランチメニュー」

7月30日（土）、公民館調理室で「おやこdeキッチン」を

開催しました。

今回は「作ってもらうお昼ごほんから子どもだって作れる

お昼ごほん」をテーマに、火を使わずに作れる工夫メニュー

を学び、ランチボックスに詰め、持ち帰りのお弁当にしました。

吉田恵子先生の指導で親子が協力してケチャップライス

やシュウマイなど5点を作りました。「子どもがおにぎりの作

り方を覚えたので、はりきって作ってくれそうです」など、皆さ

んとても満足そうでした。

キャベツをちぎるだけのサ
ラダ作りに親子で挑戦中
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シュウマイの形を整えています
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仙台市天文台移動天文華移動天文ベガ号による

天体観測会

8月3日（水）に仙台市天文台による天体観測会が予定さ
れていましたが、当日はあいにくの天気でワークショップとベガ

号の車内見学会に変更になりました。

参加者からは観測会の機会がなくなり、残念がる声が聞こ
えましたが、8月13日（土）にベルセウス星座群が出現する

お話があると、次の星空を楽しむ機会ができて喜んでいる様

子も見られました。

来年の天体観測会は子どもたちのためにも好天を期待した
いです。

千費の浦大学

7月学習会

被爆者の声を未来につなぐ

塩釜地区原爆展

8月9日（火）～14日（日）の期間、アートギャラリ
ーで「被爆者の声を未来につなぐ塩釜地区原爆展」が

開催されました。

広島の塞町高校の生徒が、被爆者の証言から記憶
をたどり絵にしました。これが現実だったのかと疑いたく

なる悲惨な光景が高校生により描かれ、この惨状を語

り継ぐ強い決意が感じられる作品展となりました。

来館者は食い入るように絵を鑑賞していました

「人生100年時代に備えた

安心ノート講座」

7月21日（木）に公民館大会議室にて千贅の浦大学7月学習

会を開催しました。今回は「整理収納アドバイザー」として
活躍されている佐伯真理さんをお招きし、万が一に備えた
「安心箱」「緊急ノート」「安心ノート」の必要性や記入方

法、それらを利用してこれからの人生をアクティブに過ごす
ための心構え等についてのお話をいただきました。

コロナウイルス感染拡大などの社会不安が続きていること

もあり、閉会後も佐伯さんとお話している受講者さんの姿が
見られました。アンケ｛卜では「先生が経験された苦労話あ
り、楽しい笑い話あり…今日は色々ためになる内容をお聞き
しました。とても参考になりました。ありがとうございまし

た。」など、たくさんの感想をいただきました。

薫磐隷鸞霧

女性セミナー

7月学習会「苔玉づくり」

7月22日（金）公民館図書室で女性セミナーの7月学習会を開

催しました。講師に山野草愛好会の近藤丈夫さんをお迎えして
「替玉づくり」に挑戦しました。

今回は作業工程の少ない簡単なやり方で行いました。土と植
物をコーヒーフィルターに入れ、苔を包む際の糸の巻きつけ
に、参加者は苦心して愛好会の方にサポートいただいて完成さ
せていました。

アンケートでは「前々より苔玉をしてみたいと思っていま

た。願いがかなってよかったです。とても勉強になりました。

長持ちするといいなと思ってます」「作品がとてもかわいらし
かった」と感想をいただき、参加者は自分の作品を手に満足そ
うに帰られました。
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第5回　～擾しい歌声で肩ひじはらずに長く活動～

「童謡かなりや会」

「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一サークル・個人を掲載しています。

今月は「♪うたをわすれたカナリヤは～」の歌いだしで始まる童謡「かなりや」（西条八十作詞）から名をいた
だいたという「童謡かなりや会」さんです。発足から32年の息の長いサークルで、人柄が現れるような優しい歌

声が魅力の「童謡かなりや会」さんにお話を伺いました。
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入念な準備運動を経て、発声練習を行います

・活動を始めたのはいつからですが？現在の在籍人数はどのぐらいでしょうか？
平成2年6月に発足し、翌年の平成3年から定期的に活動するようになりました。当初は今年3月に逝去され

た伊藤ふさ子先生に指導して頂いていました。その後ピアノ演奏に数人お迎えし、今は菅野麻樹先生のもと活動

しています。最多40人くらいいましたが、現在は15人ほど在籍しています。

・「童謡」というジャンルにしぼったのはどうしてですか？
初期のメンバー4－5人が仙台童謡愛好会に在籍していて、ぜひ塩竃にも童謡のサークルを作りたいと思い始

めたのがきっかけです。最初から童謡ありきでした。

・サークルとしてのアピールポイントはどんなところでしょうか？
昔習ったなじみの曲を歌い継ぐという意思を大事にしているところです。

今後の活動目標がおったら教えてください？
以前は老人施設などを訪問しましたが、ピアノを持ち込めないなど制約があり、なかなか難しいのが現状で

す。公民館まつりが唯一練習の成果を披露する場所になっていますが、コロナ禍で3年間それもかなってい

ません。肩ひじ張らずに、自分たちに合ったペースで活動していくのが目標です。

∴†∴　∴∵ ��〆 � � �∴∴　∴ � � � 

紹i �� �� �麟綴彩‾＿＿－〉残 ∴∴規子∴∴∴∴ 

∴　∵ ��鸞鸞i �����「∴ 愛 

∴ 言■幾務－i饗 � ��� �11－r � � ��∴－， ヽ∴ �∴： 工務 ／； �∴ 

＝ir �� ��� � � ��� � 

慰霊諾謙謹替

15人中男性1人の編成で、時折聴こえる男性の声の相乗効果

で全体の一体感を際立せたハーモニーはとても魅力的でした。ま

た、菅野先生の盛り上げと突っ込みの絶妙な加減に、メンバーの

みなさんは終始笑顔で練習しているのが印象的でした。

清らかで若々しい歌声、思わず一緒に口ずさみたくなるメロデ

ィーに懐かしさで心が躍りました。童謡かなりや会のみなさん、

素敵な歌声とお話をありがとうございました！

♪　童謡かなりや会　い

【活動日】原則　第2°4金曜日10：00－12：00

【場所】公民館2F　大会議室

興味がある方、見学を希望される場合は塩竃市公民館へお問
い合わせください。

－6－



手痛捕縄鞘轟彊

圏 『25ans（ヴァンサンカン）』

エレガントハッピー・華やか“アクティブをキーワードに、時代にあ

わせたラグジュアリーをお届けし、美意識と購買意欲が高いハイライフ
を楽しむ富裕層読者から絶大な指示を得ている雑誌です。
（ハースト婦人画報社HP引用）

†
鵡e軸㊨Vi（ゲットナビ）』’牟

ファッション、ホビー関連、食品・飲料なども主要テーマとして扱っ
ています。旬のアイテムを紹介することで読者のいい買い物をお手伝い
し、快適な生活をナビゲートしていく情報誌です。（fujisan］P引用）

『デイズ二m与や

フアン』

東京ディズニーリゾー
トの最新情報を中I蘭こ、

今とこれからのパークの

楽しみ方を編集部がナビ
ゲート。

（ディズニーフアンHP引用）

ジヤニーズや人気タレ
ントのトレンドと恋愛が

テーマ。ピンナップ付

録、厚紙仕様、Jスター
の特別企画が満載の雑誌
です。
（fujisan］P引用）

昭和詰

登剛鵬信連醗 　　　　エスナ公民館の貸館の申し込みについて 

9月のエスプホールの使用について　　令和4年11月の貸館申し込みは、エスプ公民館と 
もに9月1日（木）からになります。 現在エスプホールは、3月16日の蟻の＊公民館への申し込み希望の団体は毎月1日（1日が 繋嵩嵩嵩でお知藷紫欝鵠鵠溺書 

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！ 
「ふれあいエスプ塩竃」で検索していただ　　　　　「ふれあいエスプ塩竃」で検索していただくと、 

くと、これからのイベントや報告、現在の　　　　　これからのイベントや報告、募集している講座な 

開館状況などがいち早くご覧になれます。　　　　どの情報が確認できます！ぜひご覧ください。 

出三三二ド闇雲認諾豊エープの登録聾 



9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 �i曜 �時間 �内容 �場所 �対象 �定員 �参加費 �持ち物　その他 

1－29 �木 木 �開館 時間 �かんたん工作おもしろ創！ 「ボンボンのお月見うさぎを 　作ろう」 �創作室 �どなたでも �－ �－ �材料がなくなり次第終了 

3 �土 �11：00 1上30 �本のちょっと �本の森 �どなたでも �ー �－ �お話とギターを楽しもう 出演：きっと・えすけっと 

8／23 －9／4 �火 �開館 ‘時間 �お地蔵様と○△□ �アート ギャ‾リ �どなたでも �－ �－ �さとみゆきこさんによるイラス 

目 ���フ ����ト展 

4 �日 �14：00 �Domenica89 �ホウイ工 �どなたでも �－ �－ �演奏：下山とく子さん 　ー＼′ 

15：00 �「アニバーサリー」 �����曲目．平均律クフウィーア曲集2 巻1番 

6～ �火 �開館 �第35回塩釜地区心身障害児童 生徒作口展『、れあい作口 �アート ギ‾リ �どなたでも �－ �－ �絵画、織物、貼り絵、その他エ 
16 �金 �時間 �ロロ　ム、　ロ日 　展』 �ヤフ ����作の展示 

11 �日 �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 � �＊ �壊れたおもちゃをなおします 講師：おもちゃ病院「チャチャチ ャ」さん＊部品代がかかる場 合があります 

16 �金 �14：00 �ぷちっと・ワ｛ク �学習室1 �18歳以上 �10人 �200 �） 作品はフレ－ムに入れてお持ち 

15：30 �はじめてのかんたん和モダノ 　切り絵第2弾 ����円 �帰りできます 

17 �土 �10：15 �えっぐおじさんの �創作室 �どなたでも ⊥r些li �20人 �I 　500 �えっぐおじさんとたまごを使っ たクラフト工作を楽しもう！ 

12：00 �たまごの学校 ��未就学児は 保護者同伴 ��円 �講師：菊地克三さん（エッグ工房 ri殻」主宰） 

21～ 29 �水 �開館 時間 �塩竃市男女共同参画推進月間 �アート ギャラi） �どなたでも �－ �－ �ポスターパネルの展示 

木 ��パネルキャラバン 

29 �木 �10：30 �あそびまショップ！ �公民館 �幼児と �15組 �－ �持ち物：動きやすい服装、飲み物 
1上30 �エスプミニ運動会 �大会議室 �保護者 

30 �金 �10：00 �公民館スマートフォン講座 �公民館 �18歳以上の �先着 �－ �初心者向けスマートフォン講座 
12：00 ��図書室 �市内在住者 または在勤 �15人 ��講師：ソフトバンク（株） 

－10／2 �日 �13：30 �まんがを描いてみよう！講座 �公民館 �小学4年生 �15人 �500 �講師：ひが栗さん 
・9 ��16：30 �　番外編2 「まんがイラスト相談室」 ��～（年齢上 限なし） ��円 �詳細は3両をご覧ください 

10／2 �日 �10：00 �おやこdeキッチンプログラム2 出　－÷、、プ「おさか �塩寵市 �小学生と �12組 �1組 1200 �講師：キッズkettle’skitchen 吉田恵子さん 

13：00 �張ワクンヨツ なが食卓にくるまで」 �魚市場 �その保護者 ��円＊ �持ち物：エプロン、三角巾 ＊別途保険料を頂戴します 

毎週水・金 ��1十00 �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 �創作室 �どなたでも � �無料 �講師“千葉幸一さん 
15：00 �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。
◆9月のエスプ休館日5、12、19、23、26、30です

スーさんのひとりごと 

今年の4月1日に入庁し、エスプで働くことになりました。配属

された当初はとても緊張していましたが、今はそんなことなく楽し

く仕事をさせて頂いております。

そんなエスプと公民館で働くことになったわけですが、入庁前の

自分はエスプに配属されるなど全く予想もしていませんでした。な

んとなくではありますが、壱番館のどこかの課でスーツもしくは作

業着などを着て仕事をしていそうだなとか思っていました。

予想はこれもはずれ、スーツでもなく作業着でもないエプロンが

私の仕事着となりましたが、本庁や壱番館にいる同期に遅れを取ら

ないよう色々なことを学び、精一杯仕事をしていきたいです。（M）

塩竃市生涯学習課
〒985－0036　宮城県塩竃市東玉川町9番1号

ふああlljFスプ塩雷

TEL：022－367－2010　FAX：022－365－3741

E－［lal上皇塑馳」血＿馳追証上里

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）

盈窟方公点膚
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342

E－mail：血L峻ity Shlq稜ma印yag上JP

開館時間午前9時～午後9時　休　館　日“年末年始


