
１日 (木)

  ２日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

  ３日 (土) うたごえサークル　鍛冶町町内会

  ４日 (日) 詩吟の会　仲間町親和会

  ５日 (月） シニアカラオケ

  ６日 (火) レクダンス愛好会

  ７日 (水) 男愉～会　素敵なキルト

  ８日 (木) 書道教室　体育委員会

  ９日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ　自治委員会

10日 (土)

11日 (日) 詩吟の会

12日 (月） 健康ダンス　地域づくり役員会

13日 (火) 絵手紙サークル　フラ･アロハ･マハナ

14日 (水)

15日 (木) 書道教室

16日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

17日 (土) うたごえサークル

18日 (日) 詩吟の会

19日 (月） 地域づくり監査会　シニアカラオケ

20日 (火) 男愉～会　レクダンス愛好会

21日 (水) 素敵なキルト　地域づくり役員会

22日 (木) 書道教室

23日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

24日 (土) 登米市選挙管理委員会

25日 (日) 登米市選挙管理委員会

26日 (月） 健康ダンス　新小路なでしこの会

27日 (火) フラ･アロハ･マハナ

28日 (水)

29日 (木)

30日 (金) 囲碁クラブ

（３月２５日までの申請分）

Q１ 昔米谷にあった佐藤酒造店。明

治８年の洪水の時、「清酒１００石余

流失する被害あり」って記録に残って

るんだけど、１００石のお酒ってどれ

ぐらいの量なのかな？

A、一升瓶10,000本のお酒

B、おちょこ1,000,000杯分のお酒

C、ドラム缶100本のお酒

D、ビール３５０㎖缶で100,000本分

Q２ まいやん、実は秘密があるんだ。

その秘密をみんなに教えちゃう！そ

の秘密ってな～んだ？

A、実は、スキップができない！

B、実は、おなかの魚がしゃべれる！

C、実は、手足が伸びる！

D、実は、英語がしゃべれる！

Q３ ？に入る１文字はなに？

ヒント：みんなも見たことあるはず。

15日 みどりの月間

７日 世界保健デー

１日 新学年、新年度

20日 穀雨

「趣味的講座」

11日 メートル法公布記念日

20日 郵政記念日

３月１２日(金)、気仙沼市伝承館と岩手

県陸前高田市道の駅「高田松原」を見学し

てきました。

気仙沼市伝承館は旧気仙沼向洋高校が震

災遺構として整備されました。語り部の方

からは校舎の被災状況や避難方法、気仙沼

向洋高校が米谷工業高校に間借りをして勉

学に励んだことなど、当時の状況を説明し

て頂きました。また、気仙沼湾横断橋が開

通したことにより、宮城県内の三陸道が全

線開通となりました。

震災から１０年となる節目に震災遺構見

学をすることで、あの日を忘れず、またい

つ来るかわからない災害に備える気持ちを

学んだ、とても意味深い研修となりました。

３月の事業報告

米谷公民館・登米市社会福祉協議会東和支所共催事業

〔発行日〕令和３年４月1日（４月号）

〔発行所〕米谷公民館（米谷地域づくり推進協議会）

〔☎・ＦＡＸ〕０２２０－５３－２００６

〔メールアドレス〕info@miyagi-maiya.jp

いずれの事業も、詳しくは米谷公民館までお問い合わせください。

また精米機も使えますのでご利用ください。

ＴＥＬ ５３－２００６ 米谷公民館

当時の米谷町営船橋の様子

もう１０年、まだ１０年・・・変わる景色

今回は今から１００年前(大正１０年)に米谷で

起こった出来事を紹介します。（東和町史より）
・盛岡銀行米谷支店が開設されました。

・米谷町営船橋（ふなばし）を県に寄付出願しました。

・北方、表楼台、裏楼台、細野、根廻、相川、平倉に

部落農事組合が組織されました。

・米谷町電話架設組合が設立されました。

・仙北鉄道米谷駅が営業を開始しました。

（空欄は利用予定なし）

18日 発明の日

稼働時間 平日9：00～17：00

利用料 １回１０㎏、１００円

東大ナゾトレより引用

答えは公民館だより

のどこかにあるので

探してみてね

29日 昭和の日

※コロナウイルス感染拡大状況によっては、変更となる場合があります。

主催：米谷公民館「課題学習事業」

◇気仙沼市「伝承館」

◇岩手県陸前高田市 道の駅「高田松原」

３月１６日(火)、昨年６月から開催して

おりました健康麻雀年間強者（つわもの）

決定戦が終了しました。

ご存じの方もおられると思いますが、登

米市社会福祉協議会東和支所の主催で数年

前から米谷公民館を会場に、｢男愉～会｣と

いう男性のための講座を開催しておりまし

た。現在は公民館との共催で行われ、米谷

の方のみならず米川からの参加者もみられ

ます。

全国的にも健康麻雀は指先と頭を使った

健康を楽しく維持するためのツールとして

注目されています。

コロナ禍での開催で、一時中断としてお

りましたが、常に消毒や換気等感染対策を

徹底して行いました。 消毒液は常備！

マスクは当たり前！

ア

ア

ア ア❔

８日 米谷小学校入学式

◇

◇新型コロナウイルス感染防止のご協力をお願いします。



　

主催：米谷のみらい

共催：米谷公民館・登米市社会福祉協議会東和支所

ＴＥＬ ５３－２００６ 米谷公民館

１、利用申請書を提出

※電話予約はできますが、申請書を必ず提出していただきます。

２、ホール利用の場合、個人でも利用できますが、団体利用と重

なった場合、団体利用の方を優先いたしますのでご了承ください。

３、利用の際「利用料」がかかりますが、登米市から「利用料の減

免」を受けている団体は利用料はかかりません。

４、個人での利用時間は原則、午前、午後、夜間にわかれますので

申請の際にご確認ください。
まいやんクイズ答えQ1、ＢQ2、ＣQ3、げ（頭に一、十、百…と付けると…）

３月に新しく書籍を購入いた

しました！今話題の本や、テレ

ビなどで紹介された本を中心

に選びました。今回はその一

部を紹介します。この他にも新

しい本が沢山ありますので、来

館の際には図書室を覗いてみ

てください。

また、昼間公民館に来ること

が難しい方にも、ぜひ読んでい

ただきたいので、毎月２回、夜

の７時まで図書室を開ける「ナ

イト☆ライブラリー」を行ってい

ますので、ご利用ください。

新
学
期
・
新
年
度
の
始
ま
り
は

交
通
安
全
か
ら
！

【日 時】 令和３年４月１８日(日)

午前１０：００～１１：００

【場 所】三滝堂ふれあい公園

【持ち物】軍手 ゴミ拾い用トング（お持ちの方）

【対 象】どなたでも参加できます！

事前申し込みは不要です。

少雨決行（中止の場合は「米谷のみらい」Facebookと

インスタグラムで発信します）

利用料 １回１０㎏、１００円

4月6日（火）～15日（木）までの10日間、全

国一斉に始まります。新学期・新年度が始ま

る4月は少し浮かれてしまう季節…交通安全

にはいつも以上に気を付けて過ごしましょう。

今季運動の重点
◎子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

◎自転車の安全利用の推進

◎歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上

◎飲酒運転の根絶

健康と生きがいづくりを私たちと

一緒に楽しみませんか？

見学、入会希望の方、ご質問の方は

各団体または米谷公民館までお問い

合わせください。

☆東和詩吟の会・米谷教室
【練習日】毎月３回、日曜日

午前10時00分∼11時30分

♪

♬ ☆米谷シニアカラオケ
【練習日】毎月第１・第３月曜日

午後1時30分～午後3時

☆米谷レクダンス愛好会

【練習日】毎月第１・第３火曜日

午後1時30分～午後3時

☆米谷シニア健康ダンス
【練習日】毎月第２・第４月曜日

午後1時30分～午後3時30分

優雅で

健康的な

社交ダンス！

書 籍 名 作  者 

小 隊 砂川 文次 

雲を紡ぐ 伊吹 有喜 

母 影 尾崎世界観 

八月の銀の雪 伊与原 新 

自転しながら公転する 山本 文緒 

青天を衝け（１）ノベライズ 大森美香・豊田美加 

いつもの明日 熊谷 達也 

幸せ上手さん習慣 星  ひとみ 

５２ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 

夏井いつきの世界一わかりやすい俳句の授業 夏井 いつき 

 

４月の開館日は

になります。
夜７時まで図書室の利用時間を延長します。

貸し出し・返却の他、公民館利用申請なども

受け付けています。

※コロナウイルス感染状況によって急きょ中止と

なる場合もございます。★

★

★

★

★

★

登米市内外から多くの人が訪れる三滝堂。

反面、ゴミの投げ捨て、水質汚染など、環

境が悪化しつつあります。

皆さんでこのキレイな川を未来の子どもた

ちへ残しましょう！

米谷公民館利用料一覧(１時間当り)

研修室１・２： ４００円

その他の部屋： ２００円

ホール ：１２００円

ホール(個人)： ２００円(一人)

まいやんクイズ 答え Q1、Ａ Q2、B Q3、キ（道路の高いところにあるものは…）


