
１日 (水) 男愉～会　素敵なキルト

  ２日 (木) 防災講座　書道教室

  ３日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

  ４日 (土) うたごえサークル

  ５日 (日) 詩吟の会　みやぎ北上商工会　東和中バドミントン部スポ少

  ６日 (月） シニアカラオケ

  ７日 (火) 米谷レクダンス愛好会

  ８日 (水) 新小路町内会

  ９日 (木) 書道教室

10日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

11日 (土) 米谷２区振興会 根廻細野子ども会 仲人さんの何でも相談会

12日 (日) 詩吟の会

13日 (月） 健康ダンス

14日 (火) 絵手紙サークル 公民館講座 フラ・アロハ・マハナ

15日 (水) 素敵なキルト　仲人さんの何でも相談会　自治委員会

16日 (木) 公民館講座　書道教室

17日 (金) 社会福祉協議会東和支所　囲碁クラブ　あばせ

18日 (土) 米谷地区長生大学　うたごえサークル

19日 (日) 詩吟の会

20日 (月） シニアカラオケ

21日 (火) 男愉～会　フラ・アロハ・マハナ

22日 (水)

23日 (木) あばせ　書道教室

24日 (金) 囲碁クラブ　大正琴

25日 (土)

26日 (日) 仲人さんの何でも相談会

27日 (月） 健康ダンス

28日 (火)

29日 (水)

30日 (木) 　　年末年始休館

31日 (金) 12月29日～1月3日まで

Q3は東大ナゾトレより引用

ヒント：７つで繰り返すものといえば…

（１１月２５日までの受付分）

25日 クリスマス

４日 人権週間
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◇

◇新型コロナウイルス感染防止のご協力をお願いします。

Ａ、現在登米市の方針として、飲食店を利用

しての懇談等は解除となっておりますが、公

共施設を使用しての懇談を伴う飲食を大人数

で行うことについては感染リスクが高いこと

から認められていません。ただし、発声や懇

談が無く、感染予防対策が十分に確保されて

いる場合のみ、飲食をすることができます。

また、運動や会議等でのお茶程度の飲食は認

められています。

感染者が少なくなりつつありますが、引き

続き感染予防対策を徹底しての公民館利用を

お願いいたします。

（空欄は利用予定なし）

答えは公民館だよ

りのどこかにある

ので探してみてね

※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。

７日 大 雪

１１月８日(月)、今年も

パークゴルフ教室を開催し

ました。今回は初心者、初

級者をメインに、コースや

会場の雰囲気、マナーに慣

れてもらうことをテーマに、

熟練者に引率していただき

ホールを回りました。大会

形式ではないおかげで、緊

張せずに皆さん学習できた

ようでした。

「不老仙館活用事業」

21日 冬 至

15日 年賀郵便特別扱い始め

11月10、11日の２日間、今年も不

老仙館の無料開放を行いました。米

谷地域の皆さんに不老仙館をもっと

知ってもらおうという企画です。秋

の紅葉シーズンとあって、色づいた

庭木を見ていただけたかと思います。

今年は米谷小学校の児童の皆さんを

はじめ、多くの皆様に来館していた

だきました。また、ドラマでも有名

になった渋沢栄一の書なども来館者

の目を楽しませていた様子でした。

1２月
師走

主催：米谷地域づくり産業観光委員会
11月３日(水)、三滝堂ふく

ろうの森キャンプ場周辺を会

場にウォークラリーを開催し

ました。今年も感染対策のた

め一般の参加は見送りとさせ

ていただきましたが、たくさ

んの米谷っこに参加をいただ

きました。残念ながら恒例の

芋煮はできませんでしたが、

マッチの使い方体験＆焼き芋

作り、芋ほり体験を行いまし

た。

31日 年越し・大はらい

堤防上の出羽三山石碑基礎石のウミユリ
東和町は地質学のふるさととして有名で、地層の名称に東

和の地域名が多く使われています。古生代二畳紀(２億８６

００万年～２億４８００万年前)の地層では米谷層群、錦織

層、山崎層、天神の木層などがあります。この時代のもの

と推定されるウミユリの化石が上町の親水公園管理棟上の

出羽三山石碑の基礎石にあります。

これ、なんだろ？？

サツマイモ発見！Ｑ、コロナが収まってきたけど、公民館で

の飲食はまだダメなんでしょうか？

？ キン

？ シ

＝

Q１ 米谷公民館にある振り子時計があるよね。

あの時計は電池じゃなくゼンマイ式で動いて

いるんだよ。公民館の職員さんがたまにゼン

マイを巻いてるよね。でもあの時計のゼンマ

イってどれくらいの時間動いているのかな？

A、約１０日間 B、約１５日間

Ｃ、約２０日間 D、約３０日間

Q２ 米谷公民館の恒例行事、｢まいや光のペー

ジェント｣がいよいよ始まったね！とってもキ

レイだよね。まいやん途中まで電球の数、数

えたんだけど途中でわからなくなっちゃった。

何個ぐらいあるのかな？

A、 約５０００球

B、 約５９００球

C、 約６５００球

D、 約１００００球

Q３ 一番右の列が｢キンシ｣を表す時、？の列が

表す言葉はなに？



　
いずれの事業も、詳しくはチラシをご覧になる

か米谷公民館までお問い合わせください。

ＴＥＬ ５３－２００６ 米谷公民館

点灯期間：令和３年１１月２６日(金)から

令和４年 １月 ６日(木)まで

午後４時頃から夜１０時００分まで

年越しから元旦は朝まで点灯

新型コロナウイルス感染対策を講じての事業開催となりますので、消毒や３密の

防止、マスクの着用等ご理解とご協力をお願いいたします。また、感染状況の悪化

に伴い、急きょ中止となる場合もございますので、ご了承願います。 米谷公民館長

米谷地域づくり推進協議会のPRキャラク

ター「まいやん」に年賀状を出してみよ

う！詳しくはチラシを見てね！

まいやんクイズ 答え Q1、D Q2、C Q3、すいそ(水素)

1２月の開館日は

８日(水)、2３日(木)になります。
夜7時まで図書室の利用時間を延長し

貸し出し・返却の他、公民館利用申請などを受

け付けています。

★

★

１１月１７日(水)をもって米谷地区の交通死亡

事故ゼロの日数が１０００日を達成しました。こ

れに伴い１１月１９日(金)、東和総合支所におい

て登米市交通安全対策協議会長(登米市長)並びに

登米警察署長から表彰されました。これからも米

谷地区全体で交通死亡事故ゼロになるよう取り組

んでいきましょう。

１１月の地域づくり・公民館事業報告 その２

１１月２６日(金)、産業観光

委員の皆様をはじめ、｢やってみ

隊｣の皆様のご協力のもと、今年

も｢まいや光のページェント｣の

取り付けが行われ、いよいよ点

灯が始まりました。今年度は年

明け１月６日(木)まで点灯予定

ですので、ぜひご覧ください。

米谷公民館：12月29日(水）～1月3日(月）

不 老 仙 館：12月28日(火）～1月４日(火）
(楼台コミュニティセンターは無休です)

年 末 年 始 休 館 の お 知 ら せ

出羽三山石碑の基礎石にあります。

【日 時】 令和３年１２月１３日(月)

午前１０時～１１時

【参加費】 無 料

※２回目だけの参加も可能ですので、公民館

までご連絡ください。

【日 時】 １２月１４日(火)

午後１時３０分～午後３時３０分

【参加費】 無 料

【定 員】 男女問わず１０名程度

【持ち物】 特になし

(道具は公民館で用意します)

【日 時】 令和３年１２月１８日(土)
受付：午後１時１０分～ 会 演：午後１時３０分～午後２時３０分

【会 場】 米谷公民館

【持ち物】 水分補給用の飲み物

【〆 切】 １２月３日（老人クラブ会長さん、または米谷公民館まで）

米谷地区の概ね６０歳以上の方であれば老人クラブ加入の有無に関係なく、

どなたでも参加できます。参加希望の方は必ず申し込みをお願いします。

【日 時】 令和３年12月11日(土)

〃 12月15日(水)

〃 12月26日(日)

いずれも午前１０時～、午後１時～、午後３時～の時間割となります。

１回の相談時間９０分(1人または1組) ※個人情報は厳守いたします。

【講 師】 結婚相談所マリッジサロン プレジール 阿部 めぐみ氏

【会 場】 米谷公民館 日本間２

【対 象】 ☆恋愛や恋愛に悩みや不安、疑問を持つ方

☆結婚を希望する方またはご家族の方

【申込み】 米谷公民館までお電話ください。

【日 時】 １２月１６日(木)

午前１０時～１２時

【参加費】 1,000円

【定 員】 男女問わず１５名程度

【持ち物】 園芸用はさみ(お持ちの方)


