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今年で11回目となるESPDANCEPES　2022の出場チームを募集しています。12月4日（日）に行われる

授賞式では、エキスパート部門のATSUSm賞、ふれあいエスプ部門のサントリービバレッジソリューシ
ョン賞受賞団体は代表としてダンスを披露してもらいます。
皆さまのオリジナリティあふれる自由なダンスの参加をお待ちしています。

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）ATSUSHI賞3万円

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）参加賞あり
小中学生やキッズクラブ等が対象

舗♪

【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・熱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ESPDANCEPES2022の募集要項をご覧ください＄

ダンス　ビーズ　　　ビーズ

DANCE PES のPESユ壬重賞ろう？
英語で「足」を意味します。ダンスを表現する象徴的なモチーフと

して使用しました。ESPをもじったPESを使い、英語の言葉あそぴと
なっています。

ダンスクラブ応援事業
利用登録の申請方法 囲
事前に利用登録が必要となります。
【申請場所】塩竃市公民館
【申請者】サークル代表者か事務担当者
身分証明書（運転免許証や健康保険証などの住所や氏名を
確認できるもの）をご用意の上で申請をしてください。

連絡先：塩竃市公民館　℡022（365）3341
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昨年の集合写真

大きなトレーニングミラーを活用して
ダンスレッスンに励んでみませんか？

圏



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・版画を含む）・日本画・書道

【出品資格】　市内外を問わず、一般成人及び学生（高校生以上）

【出品基準】1）出品する作品は1年以内に制作した未発表のものに限ります。

2）出品点数は1種目につき1人2点以内。

3）作品の裏の右端に必ず出品票を貼り、展示できるように必ず紐を付けてください。

4）作品の荷作り、運送及びその費用負担については出品者の責任とします。

5）作品に対しやむを得ない事情で発生した事故については、実行委員会事務局は

一切その責任を負いません。

7）規格外の作品は、受付いたしません。

【出品料】1）一　般　1点3，500円、2点5，500円　　※釣銭の無いようにお願い致します。

2）学　生　1点2．000円（学生証提禾）

【作品搬入】10月22日（土）、23日（日）9：00－17：00

塩竃市生涯学習センター　塩竃市公民館

＊所定の出品目録に楷書で記入（氏名には「フリガナ」を記入）の上、出品手数料を

添えて受付に提出願います。

※詳細は、募集要項をご覧ください。
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2021年　第74回塩竃市美術展　展示の様子

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

TeI O22－367－2010（ふれあいエスプ塩竃）

Fax O22－365－3741（ふれあいエスプ塩寵）

開聞曲調』

＊新型コロナウイルス感染拡大の推移により、変更・中止となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。
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かんたん工作おもしろ創！
「クモの巣オーナメントを作ろう」

ハロウインにぴったりのクモの巣のオーナメ

ントを作ろう！

【と　き】10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

本のちょっと

お話とギターを楽しもう

【と　き】10月1日（土）11：00－11：30

【場　所】　本の森

【対　象】　どなたでも

【話し手】　きっと・えすけっと

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～大人（年齢上限なし）

【材料費】　500円（当日回収）

【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1冊・筆記用具・はさ

【申　込】10月9日（日）のみ受付中

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】10月9日（日）11：00－11：30

【場　所】　キッズスペース

【対　象】　どなたでも

【話し手】　おはなしぽんどら
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本のリサイクル市

保存期間の過ぎた雑誌などを市民の皆様へ
無償で提供し、還元しています
（※なくなり次第終了）

【と　き】10月1日（土）・2日（日）
10：00（・16：00

【場　所】　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い
・入場制限を設ける場合があります

創作室ボランティアによる

手芸体験！

樹脂粘土を使ってクリスマスオーナメントを

作ります

【と　き】10月2日（日）10：00－12：00

【場　所】創作室

【対　象】どなたでも　当日先着6人まで

【材料費】　200円（当日回収）

【講　師】滝澤邦子さん（創作室ボランティア）

こきん刺しやポーチなど布を使った手芸を楽

しみませんか？

【と　き】10月16日（日）10：00－12：00

【場　所】創作室

【対　象】どなたでも

【講　師】滝澤邦子さん（創作室ボランティア）
＊材料なくなり次第終了

大人のあそび時間presents
「オリジナルを楽しむ！

ブレンドハーブティー・レッスン」

【と　き】　10月11日（火）14：00－15：30

【場　所】　　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（ハーバリスト・

ハーブ工房ま－じよらむ主宰）

【申　込】　　受付中
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海色マルシェ
～カラフルなアルコールインクを

つかって転なただけの

海色をつくろう仁一
アルコールインクを使って色の重なりを楽

がらアクリルコースターを作ります。

※このWSは卒業研究の一環として行われるた

め、作品の一部は卒業制作展で展示されます

【と　き】10月15日（土）・16日（日）

11月3日（木・祝）

10：30－12：30・14：00－16：00

【場　所】　創作室

【講　師】　菅原未来さん（東北芸術工科大学4年）

【対　象】　小学5年生以上の方で、プロジェクト
に興味を持った方、アルコールインクを使ってみた

い方※小学生は保護者同伴

【定　員】　各回5人まで

【材料費】　500円（当日回収）

【申　込】1日（土）10：00～

エスプDonenica90

「響けバイオリン！海の街へ」

バイオリン・ビオラ・チェロによる弦楽合奏演

奏をお楽しみいただけます

【と　き】10月22日（土）14：00－15：00

【場　所】　エスプホール

【対　象】　どなたでも

【出　演】　弦楽アンサンブル
String G－Forest

【曲　目】　即興曲（シューベルト）など

塩釜高校美術部作品展
絵画21点展示

【と　き】10月4日（火）～10月16日（日）

平日10：00－18：00

土日10：00－17：00

最終日は16：00まで

ギヤトル写真展
写真20点展示

【と　き】10月25日（火）～10月30日（日）

平日10：00～18：00

土日10：00－17：00

最終日は15：00まで

薬
園

篭

篭
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議謂蒙；絹謹幕内在住または在勤

Salon de ESP

「おさえておきたい名曲クラシック」

名曲クラシックのCDを流します

【と　き】10月15日（土）・16日（日）

10：00－15：00

【場　所】　くつろぎコーナー

ふれあい創ing
「マスクケースを作ろう」

好きな布を選んでお洒落なマスクケースを

作りませんか？

【と　き】10月18日（火）10：30－12：00

【場　所】創作室

【対　象】どなたでも

【定　員】6人まで

【講　師】伊澤あゆみさん（利府町）
【申　込】4日（火）10：00一

合和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】11月18日（金）10：00－12：00

【定　員】　先着15人

【講　師】　ソフトバンク（株）スタッフ

【申　込】11月11日（金）まで

電話または直接公民館窓口まで

絵画の会　コロール水彩画展

水彩画約20点展示

【と　き】10月18日（火）～10月23日（日）

平日10：00－18：00

土日10：00－17：00

ー4－　　　　昨年の塩釜高校美術部作品展示の様子
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驚霊園　　的ら養う農場皿クルペんたとん」

「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・個人を掲載しています。

今月はわらべ歌を歌いながら親子のあたたかなスキンシップを深めているサークル「わらべうたサークル　ペ

んたとん」さんです。0歳から未就園児までのお子さんを持つ親子が対象で、子どもたちの楽しそうな声とかわ
いい仕草で会はにぎやかでした。中心になって講師をされている藤田紀子さんにお話を伺いました。
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＊①三神博子さん

声楽家。塩竃では「ゆすりの葉
合唱団」などを経て、現在は
「女声合唱団サーレ」を指導

＊②ペンタトニック

1オクターブの音域に対して五
つの音をもつ音階の総称。幼児

にとって心地よい「ドレミソ

ラ」で構成されるわらべうたは
民族の共感や人間の情緒を育て
るとされる

←わらペ歌を口ずさみながらお名前に

おへんじハーイ！　できたかな？

0活動を始めた（樹まい三浦、らですが？現在の在籍人数は宅のくらいでしょうが？

「ペんたとん」は声楽家の三相博子さん＊①が、1993年にご出身の郡山で子育てサークルとして立ち上げ、

塩竃市公民館では199年から活動を開始したようです。

私（藤田さん）がわらべうたに出会ったのは15年前、長男の子育てがきっかけでした。転勤先でも、その楽しさを

知って欲しく、ママ友と遊ぶ機会を作りました。宮城に戻ってから三男とペんたとんに入会、子育てが一段落し

たタイミングで3代目講師をお引き受けし、8年目になりました。現在は5組10人の親子が参加し活動中です。

e「ぺ見たとん」かわいい響きですが、．このサークル名になったのはどうしてですか？

創設した三神さんが、小さい子どもに大切と言われている「ドレミソラ」の5音の「ペンタトニック」＊②か

ら名付けたようです。

eねらぺうだ鍋魅力ほとんなところだと思いますか？

どんな場所でも口ずさめるのが魅力だと思います。繰り返し歌うことで、いつの間にか子どもたちが歌を覚

えていた時や一緒に口ずさんでいると、やり取りができていることを実感して楽しいです。

スカーフやうちわで作ったお月さまなど、小道具にも子どもたちに興味を抱かせる工夫が随所にみられました。

途中、子どもが走り回ったり前に出て後ろの子が見えない時は、中断して優しく諭し待っている場面がありまし
た。「ペんたとん」では、みんなが聞く姿勢になるまで根気強く待つことが伝統ということでした。そういう時期

を過ぎて、年に1度のOB会で久しぶりに再会すると成長を感じる、と話す藤田さんは嬉しそうでした。
「わらべうたは『言葉と音楽と遊び』が一体となり、人と人を繋ぎながら生きる力を育むもの」という三神さん

の想いが、藤田さん、そして「ペんたとん」で活動する親子に確実に受け継がれていました。

みなさん、ありがとうございました。

わらべうたサークルペんたとん　♪

【活動日】月2回10：00－11：30

（基本的にわらべうたは第1木曜日）塩遼市公民館

【場　所】公民館2F和室1・2

興味がある方、見学を希望される場合は塩竃市公民館へ

－5－

←手作りのぬいぐるみや

受け継がれた小道具を使

って物語性のあるわらペ

うたも披露する藤田さん



千質の浦大学
8月学習 瞳亜

「私たちの暮らしと気象」

8月18日（木）に公民館大会議室にて千費の浦大学8月学習会を開催しました。

今回は、仙台管区気象台に出前講座を依頼し、気象防災部防災調査課調査官の
蒔苗仁さんを講師として「天気や気象に関する一般的な知識」というテーマでお
話をいただきました。

具体的な講義の内容は、気象の基本知識である「天気図や衛星写真の見方」
「季節ごとの天気の特徴」「台風発生や大雨のメカニズム」と、防災の心構えと

しての「大雨の時に取るべき行動」でした。講義では東北地方の最近（令和にな
ってから）の気象データや災害の記録などを紹介してもらうと共に、気象の変化
やその原因についてモデル映像や動画を使って、わかりやすく丁寧に説明してい
ただきました。

学習会後のアンケートでは「専門的な説明になるので素人にはちょっと難しか
ったようです。」という感想もありましたが、「専門的な天気図と敬遠してきた
が初歩的にも理解でき、新聞テレビを見るときの勉強になり有意義でした」など
の感想も多くありました。世界中で異常気象による災害が拡大していることもあ
り、気象に対する受講者の関心の高さを感じることができました。

エスプDomenica89「アニバーサリー」

9月4日（日）にホワイ工で、下山とくこさんによるエスプコンサ
ートを開催しました。

シューベルトの「即興曲」やショパンの「ノクターン」などを演

奏前に下山さん自ら解説してから演奏に入りました。ほかに、「，ふ
るさと」を主題にして「浜辺の歌」など四季をめぐる曲で重層的に
織りなす「故郷による幻想曲」を演奏し、会場はさらに盛り上がり
ました。
アンケートでは「解説があり鑑賞の幅が広がりました。故郷によ

る幻想曲おもしろかった」「解説と日本の曲もあり、楽しませてい
ただきました、最後の曲もピアノで聞くととても暖かい印象でし　　一＿
た」と好評でした。

お地蔵様と○△□

8月23（火）～9月4日（日）

にアートギャラリーで、さと

ゆきこさんによるイラスト展
「お地蔵様と○△□」が開催

されました。彩り豊かな作品
が展示され、多くの方が見入
っていました。 遠目からも目を引く作品が

多く、たくさんの方が立ち
止まってました

ピアノの音色に、Ihが癒されている皆さん

第35回塩釜地区心身障害児童生徒作品展

「ふれあい作品展」

9月6日（火）～16（金）に

アートギャラリーで第35

回塩釜地区心身障害児童生
徒作品展「ふれあい作品
展」が開催されました。作
品の作り方、スクラッチア
ートなど様々な作品が展示

され、週末には多くの親子
が観覧にきていました。

アンケートにご協力をお願いします

ふれあいエスプ塩竃ではより良い施設にするために、

利用者の方や市民の皆様を対象としたアンケート調査を実施します。

回答の期限は

令和4年11月30日（水）までです

初日から大勢の方が観覧
されました

※QRコードは株式会社デンソーウエーブのの登録商標です
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ドイツの暮らし63－しおがま文化大使・ピアニスト鶴田美奈子さん蜜ツセイ一語

みなさん、お元気でしたか？

秋ですね。10月と言えば紅葉の季節。紅葉と言えば鮮やかな赤や黄色。でもこの写真はそれらの色′／
を飛び越して、茶色です。そうなんです。これは今夏の酷暑の時のもので、大木が枯れてしまっていノ
るのです。
この夏のドイツは40度を超す日が続いたりで大変でした。木々にとってもとても厳しく、なんで

も、生存を維持するのに葉っぱを落とすのだとかで、8月には落葉して冬のような景色になっていま
した。地球温暖化が言われていますが、この状態はさすがにマズいのでは？
来年の春には新しい緑の芽が出てきてくれることを切に願う今日この頃です。

箋饗／・欒 �璃嫌∴一年 �子∴　∴ 
′■i謬襲窯お－紫野謡 ��畿　　　鎚　　　：質、A 

giSSSSSS種8回は ��∴「．二二ここ∴一一　∴ 

車の中から撮ったので少々ピンボケしていますが。。。
地球温暖化は車の排気ガスも一因なのですよね。写真を撮ったら

すぐに帰ります。。。

＊＊＊　　おいしい自家短歌　たまに川柳　その5　＊＊＊
‘‘ゆでたまご蒸気で蒸して上機嫌水と火節約いいこと尽くめ亀「

おそらく誰もが食べたことのある、そして好きな人も

多い、ゆでたまご。
ガスや電気の節約が盛んに叫ばれているドイツ、いま
最もトレンディな調理法かも！

＊＊＊　節約ゆで卵　　＊＊＊

（（材料））
卵　作る分だけ
水

（（作り方））
小鍋に卵を入れます。
水を1cmほど入れます。

蓋をして強火で5分。
5分経ったら火を止めて、さらに5分間蒸らします。

出来上がり？

㌔珊瑚灘鷲湘 因 叶いじぽん 圏10月のエスプホールの使用について

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。
再開する際には、当館SNSや紙面でお知
らせいたします。

pI問撮　　　　　　　　　　　　　し　一夢

亨宅：三人“i‘料‾”＝　　　　　A �　　＿亨 護国音調萱録音はt 

三二一三〕 �� 言緩率∴ふ二三 

＝＿言辞睦率 

旗 

レシピは動画でもご覧いただけます。

起工堅iitt哩世上putube．con／watch？y＝団7u－JGOK間

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

鶴田美奈子

エスプ・公民館の貸館の申し込みについて
令和4年12月の貸館申し込みは、公民館は10月3
日（月）、エスプは10月4日（火）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

蓄窯柴諸悪豊霊圭黙諾霊＿ジがあります！罵 くと、これからのイベントや報告、現在の「ふれあいエスプ塩竃」で検索していただくと、 開館状況などがいち早くご覧になれます。これからのイベントや報告、募集している講座な 　　どの情報が確認できます！ぜひご覧ください。 ＊QRコードは（韓ンソーウ誓書醒　FB。Rコ＿ド醒 

ー7－



10月のめにゆう越　＊状況により予定が変更になる場合があります

日中曜 ��時間 �」　内容 �場所 �　対象 ⊥ �定員 �i材料費 �） 　　持ち物　その他 

1 30 �土 日 �開館 時間 �かんたん工作おもしろ創！ 「クモの巣オーナメントを 　作ろう」 �i I創作室 �どなたでも � �I �材料がなくなり次第終了 

1・2 �土・ 日 �10：00 16：00 �本のリサイクル市 �ミ－ナ イング ル－ム �どなたでも � �－ �3両に詳細あり 

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

2・9 �日 �13：30 16：30 �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」 �公民館 �小学4年生 ～大人（年齢 上限なし） �各日 15人 �500円 �3両に詳細あり 

2・16 �日 �10：00 12：00 �創作室ボランティアによる 　手芸体験！ �創作室 �どなたでも �！↓： ／．“ヽ �・ン’・ �※3両に詳細はり 

4 16 �火 日 �開館 時間 �塩釜高校美術部作品展 �アート ギャラ iノー �どなたでも � �－ �絵画21点展示 

9 �日 �11：00 �おはなしぽんどらの �キッズ スペー �どなたでも � �－ �パネルシアター、絵本、紙芝 居エプ“÷　ターをお楽 
11．30 �おはなし会 �ス ����　　ロノンア しみください 

11 �火 �14：00 �大人のあそび時間 �学習室1 �18歳以上 �15人 �1．000 �講師：阿部麗さん（ハ「′用ス 　ブ‾－ 
15：30 �ブレンドハ・－ブティ・レッスン ����円 �トリヽ一工居ま一一じよらむ主 宰） 

15・ �土・ �※ �海色マルシェ～カラフルなアルコー ルインクをつかってあなただけの海 �創作室 �小学5年生 �各回 �500円 �※4両に詳細あり 

16 �日・ ��色をつくろう！～ ��以上の方 �5人 

15・ �土i �10：00 �　SaIondeESP 「、‾ �くつろ �どなたでも �－ �－ �名曲クラシックのCDを流しま 

16 �日・ �15：00 �おさぇておきたい名曲 クラシック」 �ぎコー ナー ����す 

18 �火 �10：30 �ふれあい創高g �創作室 �どなたでも �6人 �－ �好きな布を選んでお洒落なマ 
12：00 �「マスクケースを作ろつ」 �����スクケースを作りませんか？ 

18 23 �火 日 �開館 時間 �絵画の会　コロール水彩画展 �アート ギャラ リー �どなたでも � � �水彩画約20点展示 

22 �土 �14：00 �　Domenica90 「　iI �エスプ �どなたでも �－ �－ �出演：弦楽アンサンブル 
15：00 �響けハイオノン． 海の街へ」 �ホール ����StrIrlgG－Forest 演目：即興曲（シューベルト） 

25 30 �火 日 �開館 時間 �キヤトル写真展 �アート ギャラ リー �どなたでも � � �写真20点展示 

毎週水・金 ��11：00 12：00 �キッズボランティア 　おはなし会 �キッズ スペー ス �0歳から どなたでも �－ �無料 �企画：子育て支援　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 �創作室 �どなたでも �－ �無料 �講師：千葉幸一さん 
15：00 �楽しみましょう！ �����（創作室ボフン丁イア） 

＊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。

◆10月のエスプ休館日3、10、17、24、31です

スーさんのひとりこと

ご縁があり、今年6月よりエスプの一員となりまし

た。一日も早く塩竃のことを知りたくて、「塩竃みなと

祭」の「よしこの踊り」にも参加。楽しかったです。あ
塵は「塩竃」の竃の字をバランスよく書けるようになり
たいです。他にも塩竃といえば！というものがあれば、
ぜひ教えていただければ嬉しいです。（R）

塩轟市生涯学習課 
〒985－0036　宮城県塩竃市東玉川町9番1号 

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

E－mai上熊函諒．鵬恒qg帥即時鵡」高 

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） 

省筆扁∵公．展十徳， 
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342 

E一mai仁kouminkan＠citv．shiogama．miyagi．jp 開館時間：午前9時～午後9時休館日：年末年始 


