
あけましておめでとうございます。エスプでは今後も市民の皆さまにより親しまれる施設を目
指し、Enjoy－Study・PIayの場としてご利用いただけるよう、イベントの企画・開催をしていきた
いと思います。
4月より武田光由館長が着任しました。今後のエスナ公民館の生涯学習の場としての目標を

館長にインタビューしました。

館長インタビュー

館よが考えろ「生復号葛」とは
一言でいえば「生涯にわたって行う学習活動」です。

生まれてからは家庭を中心として。学校に通い始めれば学校で。学校を卒業すれば社会

で。それぞれの環境で触れるものすべてが生涯学習ではないかと思います。

僻よとして生肱菅習センターをどのように再々させていこうとお考えですか

私たちが発展させるというよりも、利用する皆様のための環境づくりを行うことが大

切だと考えています。皆様の活動により生涯学習センターも発展していければ・“・と

考えています。

楽しみにしていろイベント（lあり‡すか

ここ2年程、コロナ禍で各種事業が縮小・中止となっておりましたが、最近は活動も

発になってきています。様々な事業があり、どれも楽しみです。

好きをきよ、‡たく1度右の健を敢えてください

「失敗は成功の基」失敗する度に思い浮かべ、自分を慰めています。

青的こ生徒亭替センタ一利働着の皆さんに向けて一言お廉いし‡十

生涯「学習」と言うと、何だか難しく思えるかもしれませんが、趣味やレクレーショ

ン活動も立派な「学習」です。生涯学習センターでは無料のイベントも多数開催されて

おりますので、お気軽にご参加ください。

禽塙も塩竃市生涯学習センターをどうぞよろしくお頭…た聞き



かんたん工作おもしろ創！
「ミニだるまさんをつくろう」

新聞紙をつかってだるまさんを作ります
【と　き】1月開館時間中

【ところ】創作室
【対　象】どなたでも

ボランティアさんと一緒に簡単で楽しい

工作をしましょう！

【と　き】毎週（土）（日）10：00－15：00

【ところ】学習室1

【対　象】どなたでも
【講　師】千葉幸一さん

（創作室ボランティア）
＊材料がなくなり次第終了

ぷちっと・ワーク新年WS「絵付け体験！うさぎのブローチ」

うさぎのブローチとアロマストーンに絵付けをします

【と　き】1月6日（金）14：00－15：00

【ところ】創作室
【対　象】小学生以上
【定　員】8人

【材料費】200円

【申　込】受付中

書道ウイーク「エスプ書初め！」

半紙と墨を使って、好きな漢字や新年の抱負
を書いてみましょう。書いた書は持ち帰って

飾りましょう

【と　き】1月5日（木）～10日（火）

エスプ開館時間中

【ところ】創作室
【対　象】どなたでも

本のちょっと

お話とギターを楽しもう

【と　き】1月7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

－2－

Salonde ESP

「音楽でくつろぐ

読書タイムを～迎春～」

音楽CDとともに読書を楽しみましょう

【と　き】1月5日（木）～8（日）

エスプ開館時間中　■－

電機
【ところ】情報広場
【対　象】どなたで

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】1月8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」
【申　込】受付中

※部品代がかかる場合があります



創繹韻誌諸による禽

こきん刺しやオーナメントなど布を使った手芸

を楽しみませんか？

【と　き】1月15日（日）10：00－12：00

【ところ】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

桜咲く！子ども和楽器（筆）体験
一和楽器に親しもう一

子どもたちを対象にした和楽器体験会（今回
はお等）を開催します。和楽器に触れ日本の

伝統的な音楽（筆曲）を学びましょう
【と　き】1月21日（土）・1月28日（土）

2月18日（土）・3月25日（土）

10：30－12：00

【ところ】学習室1

【対　象】5－12歳

【定　員】8人

【参加費】1500円

【講　師】山田流等曲　高橋里江勢さん
【申　込】5日（木）10：00～エスプ事務室へ

＊4回とも受講できる方

4回の受講が難しい方は要相談

塩竃市中学校美術作品展

塩轟市内中学校の生徒作品展示をします

【と　き】1月17日（火）～29日（日）

エスプ開館時間中

（最終日のみ16時まで展禾）

モツト上ふれあい創ing
「クローゼットサシ工を作ろう」

クローゼットサシ工を作りませんか？

【と　き】2月12日（日）10：30－12：00

【ところ】創作室
【対　象】どなたでも
【定　員】8人
【講　師】伊澤あゆみさん

（創作室ボランティア）

【申　込】24日（火）10：00エスプ事務室へ

エスプコンサートDomenica92

新春コンサート～フルートとピアノ
で奏でる華やぎの名曲～

【と　き】1月22日（日）

開場13：30　開演14：00

【ところ】ホワイエ

【対　象】どなたでも
【出　演】フルート　佐々木舞さん

ピアノ　　高田志保さん

【曲　目】春の海、春よ、こい　ほか

圏令和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を行います

【と　き】1月24日（火）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】1月5日（木）～17日（火）まで

電話または直接公民館窓口まで

保存期間の過ぎた雑誌を市民の皆さんに提供いたします

＊なくなり次第終了
”入場制限を設ける場合があります
・提供冊数は1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

【と　き】2月4日（土）・5日（日）

10：00－16：00

【ところ】ミーティング

ルーム

【対　象】どなたでも

ー3－
前回の様子
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12月4日（日）エスプホールで、第11回ESP DANCE PES2022表彰式＆上映会を開催しました。ふれあ

い部門7組、エキスパート部門5組、幼稚園児から高校生までの合計137人が素敵なダンス動画を披露

してくれました。今年も舞踊家・舞踏家のATSUSHIさん、ダンスインストラクターのMINAMlさんに審査

をしていただき、動画による講評もいただきました。受賞した2チームに、代表としてダンスパフォー
マンスをしてもらいました。たくさんのご応募ありがとうございました。
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精義諸芸ミニカ軸禽云
11月15日（火）にミーティングルームでぷちっと・ワークを開催

しました。今回は、畳縁とグルーガンを使ったミニミニがま口を

作りました。雪の結晶など様々な模様の畳縁を用意したので、参
加者はどれにしようか楽しみながら選んでいました。口金に畳縁
を入れる作業が難所でしたが、参加者はあっという間に完成させ
ていました。参加者からは「他の人が作った作品を見ると楽し
い」「一緒に参加した人が質問したのを聞くと勉強になります」

など感想をいただきました。

e

eSaしonde ESP「くるみ割り人形のCDコンサート」

11月15日（火）、16日（水）にくつろぎコーナーでSaion de

ESPを開催しました。今回は11月26日に行われたDomenica91

に合わせ、演奏予定曲を流し読書中の心地よいBGMになりまし
た。また、15日はぷちっと・ワークを同日開催したため、作業

中のよいBGMとなりました。

Domenica91「ムジカチエ－レコンサート～くるみ割り人形」

11月26日（土）にエスプホールホウイ工でDomenica91を開催しまし

た。下山とくこさん、村田郁美さんによるピアノ演奏に岩館恵子さん
ナレーションが入る物語のお話付きピアノ連弾が行われ、全15曲が披
露されました。

演奏や構成にも工夫が凝らされており、くるみ割り人形の物語を想
像しながら聴くピアノの旋律に、来場者はその美しい世界観に浸り
「物語付きは初めてでした。ピアノの音と共に情景が日に浮かび、す

ぼらしい時間を過ごす事ができました。ありがとうございました」な
どの声が寄せられた素数な演奏会となりました。

第4回フォト千翼の浦写真展j
l1月15日（火）から20日（日）の期

間、フォト千費の浦による写真展が開
催され、40点もの作品が展示されまし
た。来場者は切り取られた地元の鮮や
かな風景に目を奪われていました。

Or織・時繊」2022日017
11月22日（火）から29日（火）の期

間、ウイービングルーム・スペースによ
る織物の展示会が開催されました。

タペストリー、マフラー他150点にも

及ぶ作品の数々に来場者は圧巻され、足
を止めていました。

重なる旋律が響く昼下がりの演奏会の様子

一　命和4年度
一明るい選挙啓発

謹話髭嵩e
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12月6日（火）から18日（日）の期

間、明るい選挙ポスターコンクール
が展示されました。入選した小学校
の部15点と中学校の部10点の作品
が展示され、エスプをにぎやかに彩
っていました。



お∴言霊∵言辛言’

享女性セミナー11月学習会「若手音楽家によるデュオコンサート」

3　　　　　　8

鈴 

箪 1 �’範 ∴∴∴∴∴． �∴ 護 �：嘗 � 

→ � 

11月16日（水）に女性セミナー11月学習会が行われまし

た。第1部ではクラシックの有名曲、第2割では日本の懐か
しい曲やタンゴの名曲を演奏するなど、バリエーションに富
んだ演奏が披露されました。
参加者からは「思いもよらぬ素敵なコンサート。とても心

にしみる演奏でした。来年も演奏会をして欲しいです」「大

変良かったです。幸せな気持ちになりました。若いお二人の
今後の活躍を期待します」など感想が寄せられました。

。回田千賀管義幸光源氏と塩竃源融生誕1200年」
11月17日（木）に千質の浦大学11月学習会が行われました。講師の阿

部光治さんは、現在文化スポーツ課に勤務していますが、塩竃街道の景
観整備事業を担当されていた時の調査や、その後の塩竃市と京都市との
交流を元に、塩釜と源融、塩釜と京都の関係について研究を続けられて
おり、講座ではその内容について詳しく話をしていただきました。

「紫式部によって書かれた『源氏物語』は、源融及びその一族をモデ
ルに作られた」「源融は京都に『河原院』という塩竃の風景をまねた大
庭園を造り、大阪湾から海水を運んで千費の浦に見立てた池に注ぎ　海
の魚介を放った」「日本庭園の池泉庭や石庭などに見られる『島』は、
塩竃（松島）の風景である」といった塩竃市民としてとても興味深い内容
が多く、受講者の皆さんは熱心に話を聞いておりました。

アンケートでも「日本庭園のルーツが塩竃の風景とは大変おもしろ
い。大変楽しい話でした。ありがとうございました」「京都に塩竃の地

名があるということを聞き、機会がありましたら足を延ばしたいと思い
ました」などの感想が多く、源融の〝‘美しい塩竃’’を愛する思いと、塩

竃と京都の深い関わりについて学ぶよい機会となりました。
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カニへ、，i 瑠 � �� � �∴ �讃 �：千 � �三笠 

言∴生し一 �� ��： ��し○自ら裏、ふた � � 

益i十い掘んむ � 
1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3月の貸館申し込みは、公民館・エスブと もに1月5日（木）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 

Twitt。「。Rコ＿ド闇 ＊QRコードは㈱テンソーウェーブの登録南棟です �情報が確認できます！ぜひご覧ください。 　FB。Rコード醒 
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1月のめにゆう鍵　＊状況により予定が変更になる場合があります

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

5 �木 �開館 �かんたん工作おもしろ創！ 「ミニだるまさんを �創作室 �どなたでも �－ �i　“‾T �新聞紙をつかってだるまさん 

り　す 
29 �日 �時間 �つくろう」 �����＊材料がなくなり次第終了 i i音楽00とともに読書を楽しみ 

5 �木 �開館 �　SaiondeESP 「土光、　′、≡士“屯 �情報 �どなたでも �－ �－ 

8 �日 �時間 �白楽でくつろヽ靴音タイムを 　～迎春－」 �広場 ����ましよう 

5 �木 �開館 �書道ウィーク �創作室 �どなたでも �－ �－ �半紙と墨を使って、好きな漢 字や新年の抱負を書いてみま 

10 �火 �時間 �「エスプ書初め！」 �����しよう。書いた書は持ち帰っ て飾りましょう。 

6 �金 �14：00 �ぶちっと・ワーク新年WS 「絵付け体験i �創作室 �小学生以上 �8人 �200円 �うさぎのブローチとアロマス 
15：00 �うさぎのブローチ」 �����トーンに絵付けをします 

7 �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iえすけっと 

8 �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 �－ �＊ �講師：おもちゃ病院「チャチャ チャ」＊部品代がかかる場合が あります。 

15 �日 �10：00 �創作室ボランティアによる �創作室 �どなたでも � �－ �手芸を楽しみませんか？ 講師：滝澤邦子さん（創作室ボ 
12：00 �手芸体験！ �����ランティア） ＊材料がなくなり次第終了 

17 29 �火 日 �開館 時間 �塩遼市中学校美術作品展 �アート ギャラ リー �どなたでも �－ �－ �塩竃市内中学校の作品展示 最終日のみ16時まで展示 

※ �土 �10：30 12：00 �桜咲く！子とも和楽器（寧）体 験～和楽器に親しもう～ �学習室1 �5－12歳 �8人 �1，500 円 �※3両に詳細あり 

22 �日 �13：30 �エスプコンサートDomenica92 �ホウイエ �どなたでも �－ �－ �開演14：00 
開場 �新春コンサート �����出演：佐々木舞さん、高田志保さん 曲目：春の海ほか 

24 �火 �10：00 �令和4年度塩竃市公民館 �公民館 �18歳以上の 市内在中 �先着 15人 �－ �講師：ソフトバンク（秩）スタッフ 
12：00 �スマートフォン講座 �図書室 �または在勤 ���申込：～1／17（火）まで 

2／4 －5 �土 日 �10：00 16：00 �本のリサイクル市 �ミ－ナ インゲ ル－ム �どなたでも �－ �－ �＊なくなり次第終了 3両に詳細あり 

2／12 �日 �10：30 �モツト上ふれあい創ing �創作室 �どなたでも �8人 �－ �講師：伊澤あゆみさん（創作室 ボランティア） 
12：00 �「クローゼットサン工を作るつ」 �����申込：24日（火）エスプ事務室 

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。 
◆1月のエスプ休館日1－4、9，16、23、30、31です。

◆2月1日（水）～3日（金）まで特別整理期間につき休館になります。

）　スーさんのひとりごと 

昔は一年が長く感じたのに、歳をとると、一年が早く感じま
す。それは一度経験したことが増えるから？だと聞いたことがあ
ります。

ドライブでも行きの道のりは初めての景色だから長く感じ、帰
りは一度見たことがある景色だから短く感じたことはありません
か。

歳をとると、経験したことの繰り返しが多くなります。経験す
ればするほど、時間は早く過ぎていくのではと感じることがあり
ます。
時間をゆっくりと感じるためには、初めてのことをやってみる

か、何か楽しみを作って待てばいいのでは？と思いはじめまし
た。子どもの頃、クリスマスや正月休みを待つ時間は、待つとな
かなか進みませんでしたよね。だから今年は待ち遠しくなるくら
いの楽しみな日を作ってみてはどうでしょうか。何か新しいこと
を始めてみましょうか。時間をゆっくり動かすために。こういう
考えもいつかきっと生涯学習に繋がりますよね。（M）

塩轟市生涯学習課 
〒985－0036　宮城県塩竃市束玉川町9番1号 

ふ．九度のエスプ笛雷 

TEL：022－367－2010　FAX：022－365－3741 

E一mai上里虹主L紅型艶腫L吐避退」胆 

開館時聞午前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） 

塩竃方公居館 
TEL：022－365－3341FAX：022－365－3342 

E－ma吊kouminkan範itv．shiogama．miyag主j 開館時間午前9時～午後9時休館日：年末年 


