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戦後の混乱期である昭和22（1941）年から始まった塩竃市美術展は、今年で第75回を迎えます。
県内では河北美術展に次ぐ歴史があり、塩竃市の芸術文化を牽引してきた歴史ある美術展です。
芸術を志す新人作家の登竜門としての役割を担っており、多くの芸術家を輩出しています。
例年10月に洋画・日本画・書道の3部門の作品を公募し、入賞、入選した作品については、ふれ

あいエスプ塩竃で展示します。ぜひご来場ください。

開園国書園醒琵満薩 �鋪展　∴　　一一 

【と　き】11月8日（火）～11月13日（日）6日間

10時～18時　入場無料

※12日（土）は17時まで・13日（日）は15時まで

【ところ】塩竃市生涯学習センターふれあいエスプ塩竃　アートギャラリー

前回の会場様子（第74回塩竃市美術展）

ミーティングルーム

塩竃市公民館　　　　図書室“会議室①②③

【と　き】11月13日（日）13：00～

【ところ】塩竃市公民館　大会議室

＿杉村惇賞受賞者　槌 �叶個展　嵩 �物と風景画 
‾干し‾　・し � 

第74回塩竃市美術展杉村厚賀受賞者
桜井新一さんの展示をします。

【と　き】11月8日（火）～13日（日）

10時～17時（最終日は15時まで）

【ところ】塩竃市杉村惇美術館　企画展示室2
（宮城県塩竃市本町8－1）
入場無料

彊



～もっと上手くなりたい　ずっと描きたい～

第7回　　「塩竃パレットクラブ」

「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。

今月は吾妻篤先生＊のもとで洋画（油彩画）を学んでいる「塩竃パレットクラブ」さんをご紹介します。作品展
や塩竃市美術展など、今後続く作品展に向け溝力的に制作活動しているなか、代表の中嶋溝板さんにお話を伺い

ました。
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＊吾妻篤　先生

洋画家・塩竃市美術展審査員。長きにわ
たる塩竃市公民館絵画教室講師としての
功績を認められ、令和3年度社会教育功
労賞（文部科学大臣表彰）受賞。

←「個性がない人は
いない。各々の個性
が際立ち発揮できる
ようにアドバイスを
しています」と話す
吾妻先生。

「パレットクラブ」の発足はどういう経緯でしたか？現在の在籍人数はどのくらいでしょうか？

吾妻先生が講師をされている公民館絵画教室で学んで、入会後6年目からは「パレットクラブ」に振り分ける
かたちになりました。最多で約60人ほどいましたが、現在は15人が在籍しています。

・中嶋さんご自身が絵画を始めたきっかけはどうしてでしょうか？

職場で作品展があり出品したところ、周りから褒められたのがきっかけで

本格的に始めたくなり、絵画教室に入会して今に至ります。

・油彩画の魅力はどんなところだと思いますか？

色を何度も塗り重ねることで重厚感と奥行きが出せるところだと思います。

・「パレットクラブ」で活動する良さと今後の目標をお聞かせください。

年に1－2回のスケッチ会があり、そこではできる限り絵を描くことに集中します。会の良さは作品について
みんなで感想を言い合ったり、制作過程での声がけがすごく励みになるところです。仲間がいてこそ、製作が続

けられると思います。直近の目標はパレット展や塩竃市美術展などの展覧会ですが、それ以上にもっと上手くな

りたいし、一生絵を続けていきたいと願っています。
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吾妻先生は「芸術の世界はとても奥深いもの。生半可な気持ちで続けられるものではない。絵をやるからには
長く続けること」と、中嶋さんはじめパレットクラブのメンバーに伝えているそうです。意欲的に創作活動に勤

しんでいる皆さんは、年齢にかかわらず生き生きとした表情でキャンバスに向かってました。一生つづけられる

絵画に出会って夢中で描く姿に、羨ましくさえ感じました。

吾妻先生、中嶋さん、みなさん貴重なお時間にお邪魔しました。ありがとうございました！

大きな作品が好きと話すメンバーの氏家さん。吾妻
先生の的確な一言で絵がカラッと変わるとのこと
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塩竃パレットクラブ

【活動日】月3回火曜日

13：30－15：30

【場　所】公民館2F　第1・2会議室

（変更もあり〉

興味がある方、見学を希望される場合
は塩竃市公民館へ



令和4年度塩竃市公民館
スマートフォン講座 曲
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

【ところ】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】11月11日（金）まで

電話または直接公民館窓口まで

がんたん工作おもしろ創！
「秋の味覚立体クラフトを作ろう」

【ところ】創作室

【対　象】どなたでも
＊材料がなくなり次第終了

創作室ボランティアによる
手芸体験！

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】11月6日（日）“20日（日）

10：00－12：00

【ところ】創作室

【対　象】どなたでも 聾／
【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

IS3ちっと・ワーク

「昌縁で作るミニミニがま口」
【と　き】11月15日（火）10：30－11：30

【ところ】ミーティングルーム

【対　象】18歳以上

【定　員】3人

【材料費】330円（当日回収）

【申　込】受付中

おやこdeキッチンプログラム3

出張ワークショップ
「キッチンdeおいしいサイエンス」

「料理の基本は科学」をテーマに、理科の実験

の要素を取り入れながら、おいしい料理ができ

るまでを学ぼう！

【と　き】11月26日（土）10：00－13：00

【ところ】塩竃市立第一小学校旧調理室

【対　象】小学生とその保護者
【定　員】12組

【材料費】1組1，200円

【持ち物】エプロン・三角巾“上ぐつ

【講　師】講師：キッズkettle’s kitchen

吉田恵子さん

【申　込】11月8日（火）～エスプ事務室

本のちょっと
お話とギターを楽しも

【と　き】11月5日（土）11：00－11：30

【ところ】本の森

【対　象】どなたでも

【話し手】きっと・えすけっと

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】11月13日（日）13：00－15：30

【ところ】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

おもちゃ病院
「チャチャチャ」さん

SaLondeESP
「くるみ割り人形のCDコンサート」

11月26日（土）に開催するDomenica91の

演奏曲をCDで流します

【と　き】11月15日（火）・16日（水）

10：00－15：00

【ところ】くつろぎコーナー
ー3－



奮ふれあい創ing崇
「簡単ミニカラフル傘を作ろう」

折り紙だけで作れちゃう簡単で可愛いミニ傘を作
りませんか？

【と　き】11月19日（土）10：30－12：00

【ところ】創作室

【対　象】どなたでも

【講　師】伊澤あゆみさん（創作室ボランティア）
＊材料なくなり次第終了

【申　込】1日（火）10：00エスプ事務室へ

ESPDANCEPES2022壷京
授賞式を開催！　草書坪

授賞式（上映会及び発表会等）を行います。各

部門代表によるダンスパフォーマンスもあります

ので、奮ってご参加ください。

【と　き】12月4日（日）13：00－14：10（予定）

【ところ】公民館大会議室

【対　象】どなたでも
※詳細につきましては、市ホームページをご覧く

ださい。また、お越しになる際には公共交通機関

をご利用ください。

第4回フォト千費の浦
写真展示会

写真40点を展示します

【と　き】11月15日（火）～11月20日（日）

平日10：00－18：00

土日10：00－17：00

最終日は16：00まで
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丁寧な説明を受け、操作に集中する参加者

エスプDomenica91

「くるみ割り人形
～物語のお話付きピアノ連弾～」

【と　き】11月26日（土）14：00－15：00

【ところ】エスプホール

【対　象】どなたでも

【出　演】ムジカチエ－レ
ピ　ア　ノ：下山とくこさん

村田郁美さん

ナレーション：岩舘恵子さん

【曲　目】くるみ割り人形　全15曲

大人のあそび時間presents
「オリジナル正月飾り」

毎年人気の正月飾りのワークショップです！

【と　き】12月17日（土）10：15－12：00

【ところ】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】8人

【材料費】1．000円

【申　込】8日（火）10：00エスプ事務室へ

鶉
●●㌔

「繊・時繊」2022　NO，17

織物、タペストリー、マフラー他150点を

展示します

【と　き】11月22日（火）～11月29日（火）

平日10：00－18：00

土日10：00－17：00

最終日は16：00まで

公民館スマートフォン講座

9月30日（金）公民館でスマートフォン講座を開催しまし

た。12人（男性3人・女性9人）が参加しました。
基本的な画面操作や電話、メールの送り方、インターネッ

トの検索などの操作方法や音声検索による便利な機能につい
て説明がありました。参加者は個別に質問する時間もあって
か、丁寧な講座に満足した様子でした。
次回は11月18日（金）に開催予定です。詳しくは広報しお

がま11月号をご覧ください。

－4－



≪診 本のリサイクル市

10月1日（土）・2日（日）ミーティングルームで今年度

2回目の「本のリサイクル市」を開催しました。

年3回開催するリサイクル市は毎回大変好評で、開館
40分前から並び始め、10人を超える方々が列をなして
いました。その後もしばらく列は途切れることなく、初

日に52人の参加がありました。

参加者からは「欲しい雑誌があったのでありがとう。
次回もまた来ます」との声がありました。

次回は2月4日（土）、5日（日）に開催する予定です。
詳しくは広報しおがま2月号をご覧ください。

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」
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ホワイトボードを使って実演する
講師のひが栗さん

大人のあそび時間

10月2日・9日（日）公民館で「マンガを描いてみよう！講座番

外編2」を開催しました。
今回は、イラストや漫画を措くときに出てくる「これってど

うすればいいの？」を解消してもらうことを目的として行われ
ました。
前半はテキストを使用しての講義を行ったあと、模写や作画

に取り掛かり、講師のひが栗さんが一人一人に解説や実演を交
えて相談内容を解消していきました。
受講生からは「ちょっとしたコツを教えてもらい、描くこと

が楽しくなりました」「まんが・イラストについての相談をだれ
かにするということが今までにほとんどなくて、どうすればよ
いのかというモヤモヤが今回なくなって良かったです」と好評
の声をいただきました。

「ブレンドハーブティー・レッスン」

10月11日（火）学習室1で、大人のあそび時間を開催しました。

今回は「ハーブ工房ま－じょらむ」の阿部薫さんを講師にお迎えして、ハーブの
効能を学びながらお好みのハーブティーを作る講座で、18人の方が参加しました。
最初に、先生から説明を受けながら17種類のハーブを一つ一つ香りを咲き分け

ました。その後、ベースになるハーブを1つ選び、それに合う2踵を組み合わせ
て、実際に一つのオリジナルハーブティーを作りました。それを2パターン作り、

合計6杯分のハーブティーはお持ち帰り用になりました。
最後に阿部先生がブレンドしたお茶とお手製のクッキーでティータイムを楽しみ

ました。「とってもステキな時間をありがとうございます。ハーブティー美味しか
ったです！」「ハーブの奥深いお話でした。家でも早速試してみます」「優雅な時

間をありがとうございました」と大好評の感想をいただき、受講生のみなさんは至
福の時間を過ごしたようです。
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ハーブの特徴の説明に、真剣に聞き入る

受講生
香りと効能を確かめながら、ハーブの
組み合わせを熟考中です

－5－

†今回は17種類のハープ＋
甘味用の1種をご用意いただ
きました

実際には何百種類ものハーブ
があるとのことです

阿部先生ご痔参の素敵なティーカップや
お茶を流れた隙には、歓声が上がり
笑顔で美味しそうに味わっていました



塩竃市男女共同参画推進月間パネルキャラバン

へ、ノア

9月21日（水）から29日（木）の期間、アートギャラリーでバネ

脇ル詰喜講書嵩ユのばら』とコラボレ＿シヨン
したポスターに目を奪われながらも、男女共同参画社会をくわ
しく知ることができる展示の数々に、来場者は興味をもって学
ぶ機会を得た様子でした。

塩釜高校美術部作品展

10月4日（火）から16日（日）の期間、塩釜高校美術部による

作品展示が行われました。絵画21点が展禾され、若さと個性
に満ちた塩釜高校美術部の力作の数々に訪れた来館者も足を止
め、作品に見入っていました。まさに芸術の秋といわんばかり
のエスプのアートギャラリーを染め上げる色彩あふれる作品展
となりました。
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等　　　　9月学習会　　家庭でできるアンガーマネジメント」

9月21日（水）公民館で女性セミナー9月学習会を開催し

ました。講師に東北福祉大学教育学部教授の三浦和美先生
をお迎えし、日常生活の中で起こるイライラをコントロー
ルする方法を理解し実践することでトラブルを少なくする

講義が行われました。
三浦先生から『考え方を変える事によって、イライラな

気持ちに振り回されず、子育てや人とのかかわりを楽しみ
語り合う事ができるようになる』と話があり、受講生から
は「怒りは自分の感情が作り出すものというお話は参考に
なった」「煩わしい人間関係を人生の宝物に一をもっとう
にこれからを過ごしたいと思います」などの感想がありま
した。
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千質の甲羅習会「自然lこ親しむ山歩きのすずめ」

′●石ニー， 翻　∴譲葉霊＿霧窮畿瀦繋 

一：「∴∴∴一一十 
∴∴∴∴十：「∴ 　　十∴ ���‾．＿■．笛・′ 　　　一∴ 

箱 
十∵ ー∴． ���∴∵lふ∴高 説’ノ �畿姦遙艶麗 

9月15日（木）公民館で千費の浦大学9月学習会を開催しました。講師に

公益社団法人日本山岳ガイド協会に所属し、仙台YMOA山岳会の元会長を務
められていた深野稔生先生お迎えしました。

山歩きに関する基本的な知識、健康寿命を意識した生活習慣など山歩き
を通した写真や体験をもとに、山歩きのすぼらしさについてお話していた
だき、元気の出る講話となりました。

アンケートでも「今日は参加できて良かったです。深野先生の年齢を聞
いて、大変驚きました。私も星山、公園（歩き）から始めてみたいと思いま
した。（登山中の様子を撮影した）スライド写真もとてもステキでした。」
など、登山経験の有無に関わらず「歩く」ことへの関心の高まりを感じ取
れる感想が数多くみられました。
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図

「理由がわかればもっとおいしいコーヒーを楽しむ教科書」

井崎英典／著（ナツメ社）

美味しいコーヒーは豊かな時間を作り出します。本書ではいつもの一杯

をもっと美味しくするために、世界一のパリスタである監修者が、コーヒ
ー豆の選び方から道具の選び方、コーヒーの流れ方、そしてこだわりの抽

出方法まで解説しました。初心者の方もコーヒー愛好家の方も楽しみ方が
広がる一冊です。（「BOOK」データベースより）

「ゆるつと始めるキャンプ読本」こいしゆうか／著（KADOKAWA）

空前のアウトドア、キャンプブームが到来中！

流れに乗ってキャンプに行きたいが、「道具は何を揃えればいい？」「ど

うやってキャンプ場を探せば？」「簡単でおいしいキャンプごほんが知りた

い」「着ていく服や現地での過ごし方は？」「うまくタープが立てられな

い」「テントって毎回洗うの？」今年でキャンプ歴14年を迎え、今やキャ

ンプコーディネーターとして引っ張りだこの著者が、ゼロから楽しむキャン

プのあれこれを、手取り足取り教えてくれる超実践的コミックエッセイ。

（「BOOK」データベースより）

「限りある時間の使い方」

オリlL・Irクマン／著高橋璃子／訳（がんき出版）

本書は、浅はかなタイムマネジメント本の欺瞞を暴き、生の有限性とい
う究極の課題に真っ向から挑む。古今の知恵を駆使しながら、この短すぎ

る人生を有意義に生きる方法を探求していく。本当に大切な問題のために

時間を使うこと。人生における究極のタイムマネジメント問題に対して、

古今東西の概念を紹介しつつ、重要なのは個人の選択であり、私達の選択
こそが人生を変える力を持つ。（「BOOK」データベースより）

善I十い岬んき � 
11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 

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。 �令和5年1月の貸館申し込みは、公民館・エスプと もに11月1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 

は9時からお願いします。 

エスプのTwitterを開設しました！ 「，ふれあいエスプ塩竃」で検索していただ くと、これからのイベントや報告、現在の 開館状況などがいち早くご覧になれます。 �エスプのFacebookページがあります！ 「ふれあいエスプ塩竃」で検索していただくと、 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‾ドは㈱テンソ‾嵩誓書醒 �F。。Rコード醒 
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11月のめにゆう　鏡　＊状況により予定が変更になる場合があります

日付 �曜 �時間 �内容 �場所 �対象 �定員 �材料費 �持ち物　その他 

1 29 �火 火 �開館 時間 �かんたん工作おもしろ創！ 「秋の味覚立体クラフトを 　作ろう」 �創作室 �どなたでも � �－ �材料がなくなり次第終了 

3 �木 �※ �海色マルシェ WORKSHOP �創作室 �小学3年生 以上 �各回 5人 �500円 �※第5回10：30－12：30 第6回14：00－16：00 待ち物：工700ンまたは汚れてもよい服 

5 �土 �11：00 11：30 �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 

6・20 �日 �10：00 �創作室ボランティアによる �創作室 �どなたでも � �－ �こぎん刺しや鍋つかみなど布 を使った手芸をの楽しみませ 
12：00 �手芸体験！ �����んか？ ＊材料がなくなり次第終了 

8 13 �火 日 �9：00 17：00 �第75回塩竃市美術展 �エスプ 公民館 �どなたでも �－ �－ �種目：洋画、日本画、書道 最終日は15時まで 

13 �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 

15 �火 �開館 �第4回フォト千費の浦 �アート �どなたでも �－ �－ �写真40点を展示します 

20 �日 �時間 �写真展示会 �ギヤフ リー 

15 �火 �10：30 11：30 �ぷちっと・ワーク �ミ－ナ イング ル－ム �18歳以上 �3人 �330円 （当日 払い） �畳縁で作るミニミニがま口 

15 �火 �10：00 �SaIondeESP �くつろ �どなたでも �－ �－ �11月26日（土）に開催する 

「くるみ割り人形のCDコンサー �ぎコー ����Domenica91の演奏曲をCDで 

16 �水 �15：00 �ト」 �ナー ����流します 

18 �金 �10：00 �令和4年度公民館 �公民館 �18歳以上の 市内在住者 �先着 15人 �－ �初心者向けスマートフォン講 座 
12：00 �スマートフォン講座 �図書室 �または在勤 ���講師：ソフトバンク㈱ 

19 �土 �10：30 �　ふれあい創五g 「簡単ミニカラフル傘を �創作室 �どなたでも � �－ �折り紙だけで作れちゃう簡単 で可愛いミニ傘を作りません 
12：00 �作ろう」 �����か？ ＊材料がなくなり次第終了 

22 29 �火 火 �開館 時間 �「織・時織」2022　NO．17 �アート ギャラ リー �どなたでも � �－ �織物、タペストiノー、マフラ ー他150点を展示します 

26 �土 �14：00 15：00 �エスプコンサートDomenica91 くるみ割り人形～物語のお話付 　きピアノ連弾～ �エスプ ホール �どなたでも � �－ �出演：ムジカチエ－レ 

26 �土 �10：00 �おやこdeキッチンプログラム3． 　　・プ「 �ー小旧 �小学生とそ �12組 �1組 �講師：キッズkettle’s kitchen吉田恵子さん 
12：30 �出張ワークンコツ　キッチンde 　おいしいサイエンス」 �調理室 �の保護者 ��1．200円 �持ち物：エプロン、三角巾、上 ぐつ 

毎週水i金 ��1十00 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i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。
◆11月のエスプ休館日7、14、21、23、28、30です。

スーさんのひとりこと

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。

※ORコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です

〒。85調。宮譲轄藷覇醗番1号
ふhblエスプ笛筆

TEL：022－367－2010　FAX：022－365－3741

E－mai仁esp㊤city・Shiogama皿通過Lip

開館時間午前10時一午後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）

＃書方公居館
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342

E－mail：kouminkan㊤city．shiogama刷yagiiD

開館時同午前9時～午後9時　休　館　日：年末年始


