
１日 (月）

  ２日 (火)

  ３日 (水)

  ４日 (木)

  ５日 (金)

  ６日 (土)

  ７日 (日)

  ８日 (月） 健康ダンス

  ９日 (火) 絵手紙サークル　フラ・アロハ・マハナ

10日 (水)

11日 (木) 書道教室

12日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

13日 (土) うたごえサークル

14日 (日) 詩吟の会

15日 (月）

16日 (火) 男愉～会　レクダンス

17日 (水) 素敵なキルト

18日 (木) 書道教室

19日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

20日 (土) うたごえサークル

21日 (日) 詩吟の会

22日 (月） 健康ダンス　なでしこの会

23日 (火) フラ・アロハ・マハナ

24日 (水)

25日 (木) 書道教室

26日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

27日 (土) うたごえサークル

28日 (日) 詩吟の会

（１月２５日までの受付分）

新型コロナウイルス

感染防止のため臨時休館

Ａ、現在登米市内の新型コロナウイルス感

染者数が増え続けています。極端な人数で

増加しているわけではありませんが、歯止

めがかかっていません。市民の皆様の感染

防止と安全を考慮し登米市内の公民館等の

施設は現時点で２月７日(日)まで臨時休館

となっています。また感染状況によっては

更なる対応が求められますので、利用予定

のある団体様にはご不便とご迷惑をおかけ

していますが、ご理解とご協力をお願いい

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

Q１ 今年の冬はたくさん雪が降って寒いね。み

んなの家では暖房の使い過ぎでブレーカーが落

ちたりしたことないかな？家のブレーカーに大き

いブレーカーの他に小さいブレーカーが何個か

ついていると思うんだけど、小さいブレーカーが

２０Aって表示のとき、理論上コンセントで使える

家電製品は何ワットまで使えるかな？

A、200ワット B、2000ワット Ｃ、20000ワット

Q２ まいやん、米谷をあちこち歩いてみたよ！

米谷は地区によって高低差がすごいね！「道の

駅三滝堂」も高いところにあるけどどれぐらい高

いのかな？

A、公民館より約７５ｍ高い

B、秈荷神社より約３７ｍ低い

C、森合坂の頂上より約４７ｍ高い

D、東和中学校より約５８ｍ低い

Q３ ①②③④が表す

言葉はなに？
疫病退散を祈願して

東大ナゾトレより引用

鶴尾館跡(大沢城)
葛西氏の家臣、大沢四郎修理の居城と伝えられています。

現在本丸跡は畑になっていますが、北は山続きでこの峰に

深さ３ⅿ、幅４ⅿの空堀が２条、原型に近い状態をとどめ

ています。
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◇

◇新型コロナウイルス感染防止にご協力をお願いします。

２月

米谷｢時々｣歳時記

米谷地区内で行われている自治会等の

行事を「時々」ご紹介するコーナーです。

「うちの自治会でこんな事やるよ！」と

いう情報がありましたら、ぜひ公民館ま

でお知らせください。

１月１４日(木)、米谷地区内３ヵ所で「どんと祭」が開催されました。

今年はコロナ禍での開催となり、中止を余儀なくされた地区もあ

るようでした。それでも感染予防対策を行い「疫病退散祈願」の意

味を込めて、町１区、下町町内会、細野部落会の３地区で開催を決定

したとのこと。今回はその３地区のどんと祭を取材してきました。

細野部落会は集会所近くの神乃木神

社にて神事を行い、集会所の庭で御焚

き上げを行いました。この神乃木神社

は秈荷神社の分社として細野地区に置

かれ、約１８年ほど前からどんと祭を

行うようになったそうです。

「地区を上げて開催しているが、後継

者がいないのが悩み。でも数少ない地

区の行事だから今後もつづけていく」

と細野部落会長さんのお話でした。

下町町内会は米谷病院向かいの不動

明王のお堂で開催。こちらのどんと祭

は２０年以上続いており代々下町の皆

さんで開催されていて、「ここのお不

動様は寛保年代から米谷の地を見守っ

てきた歴史あるお不動様」との下町町

内会長さんのお話。御焚き上げの時間

には、風が強く火入れが出来ませんで

したが、翌朝に御焚き上げをされてい

ました。

町１区は地区内の山神社で、どんと

祭は５年くらい前から地区の親睦と融

和を深めるために町１区３町内会合同

で始めたとのこと。社殿で神事を行っ

たのち御焚き上げが行われました。

「今年はコロナ禍での開催だったが、

疫病退散の意味を込めて開催する事に

した。やはり地区内の融和・親和は大

切にしていきたい」と上町町内会長さ

んのお話でした。

お不動様、どうかコロナ退散を…

炎はやっぱり暖かいね～

公民館利用について
新型コロナウイルス感染状況に

よっては休館となる場合がありま

すので、利用の際は米谷公民館に

ご確認ください。

14日 聖バレンタインデー

３日 立春

２日 節分

23日 天皇誕生日

11日 建国記念の日

８日 針供養

Ｑ、公民館の臨時休館はいつ解除になるの？
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ヒント

線の上の○には言葉は入りま

せん。○は何かを表しています。

1８日 雨水



　

市内の新型コロナウイルス感染状況を鑑み、

以下の事業の中止をお知らせいたします。

あなたの本、

公民館で活かしませんか？
「この本読み終わったけど、捨てるのはもったいない」

「面白かったかので誰かに読んでもらいたい」

そんな本があったら公民館に寄贈してくれませんか？

ただし、皆さんが手にする本なので次のような本は

ご遠慮下さい。

・シミ、カビ、日焼け等で汚れている本

・書き込みや破損している本

・すでに公民館図書室にある本

・百科事典類、学習参考書、問題集など

・成人誌等公民館図書室の蔵書として適当でない本

詳しくは公民館までお問い合わせください。

令和2年米谷地区の各種分野功労者一覧

米谷地域づくり推進協議会では、例年「米谷新春のつどい」を開催し、文化・体育で優秀な成績を収めら

れた方や、各種分野での功績が認められ表彰された方を紹介しております。しかしながら、今年はコロナの

影響で新春のつどいが開催できなかったため、この紙面を利用して紹介をさせていただきます。  

※令和２年中に県段階以上の表彰を受けられた米谷地区内に在住･在勤･在学の方。（順不同敬称略）  

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。

ご利用に関するお問い合わせは米谷公民館まで TEL 53‐2006 米谷公民館

【教育・スポーツ関係】  

地区  氏名  所属  功績  

１区  山崎 永愛  迫桜高校  全国高校総合文化祭写真部門で奨励賞を受賞  

１区  佐々木柚寧  米谷小学校  晩翠わかば賞で優秀賞を受賞  

８区  白岩 大空  佐沼高校  宮城県高体連ソフトテニス専門部功労賞を受賞  

４区  小出 幸慧  佐沼高校  宮城県高体連ソフトテニス専門部功績賞を受賞  

４区  後藤 雅智  
登米総合  

産業高校  

宮城県高等学校アーチェリー選手権大会男子団体優勝

並びに個人第３位  

８区  伊藤  諒  
登米総合  

産業高校  

宮城県高等学校アーチェリー選手権大会男子団体優勝

並びに個人第４位  

【医療・福祉・民生関係】  

地区  氏名  所属  功績  

６区  鈴木 泰子 
主任児童委員  

人権擁護委員  

多年にわたり福祉の向上に努め、民生の安定に寄与した

功績により宮城県文化の日表彰  

米谷病院 佐々木 薫  総看護師長  
多年にわたり看護の分野において、県民の保健福祉の増

進に寄与した功績により宮城県知事表彰  

【消防・防災関係】  

地区  氏名  所属  功績  

８区  伊藤 佐一 
元東和町 

消防団分団長 

永年にわたり国民の生命、身体及び財産を火災等の災害

から防御するとともに消防力の強化、充実に尽力され、

消防の発展に貢献した功績により瑞宝単光章を受章  

７区  猪又 正治 

 

防犯指導隊 

多年にわたる防犯指導隊員としての功労により宮城県

防犯協会連合会長・宮城県警察本部長からの防犯功労者

表彰  

【産業関係】  

地区  氏名  所属  功績  

８区  後藤  靖 ㈱北上食品工業  
多年にわたり職務に精励し、企業の発展に寄与した功績

により全国商工会連合会長表彰  

南三陸町  阿部 新悦 山田運送㈱ 
多年にわたり職務に精励し、企業の発展に寄与した功績

により宮城県商工会連合会長表彰  

中田町  佐藤 英明 山田運送㈱ 
多年にわたり職務に精励し、企業の発展に寄与した功績

により宮城県商工会連合会長表彰  

【調査・統計関係】  

地区  氏名  所属  功績  

４区  後藤 正士 統計調査員  
永年統計業務に従事し功績が顕著であるとして宮城県

統計協会長表彰  

５区  小出 信行 統計調査員  
永年統計業務に従事し功績が顕著であるとして宮城県

統計協会長表彰  

また、年末より続いております臨時休館につきましては、現時点では２月７日

(日)まで延長となっております。しかしながら感染状況に応じて更なる対応を取

る場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

２月の開館日は

10日(水)、25日(木)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。
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書 籍 名 作  者 

推し、燃ゆ 宇佐見りん 

心淋し川 西條 奈加 

コンジュジ 木崎みつ子 

旅する練習 乗代 雄介 

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 

今度生まれたら 内館 牧子 

棚からつぶ貝 イモトアヤコ 

汚れた手をそこで拭かない 芦沢 央 

オルタネート 加藤シゲアキ 

ゴミ人間日本中から笑われた夢がある 西野 亮廣 

伝説の家政婦 沸騰ワード 10レシピ サタン志麻 

 

 

まいやんクイズ 答え Q1、Ｂ Q2、Ａ Q3、ゆきだま


