
１日 (日) 詩吟の会

  ２日 (月） シニアカラオケ

  ３日 (火) 米谷レクダンス愛好会　フラ・アロハ・マハナ

  ４日 (水) 男愉～会　素敵なキルト

  ５日 (木) 書道教室

  ６日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

  ７日 (土)

  ８日 (日) 詩吟の会

  ９日 (月） 健康ダンス

10日 (火) 絵手紙サークル　フラ・アロハ・マハナ

11日 (水) 日面納税組合　新小路町内会

12日 (木) 書道教室

13日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

14日 (土) うたごえサークル

15日 (日) 詩吟の会

16日 (月） 社会福祉協議会　シニアカラオケ

17日 (火) 男愉～会　米谷レクダンス愛好会

18日 (水) 素敵なキルト

19日 (木) 書道教室　絵手紙講座　防災講座

20日 (金) 囲碁クラブ　東和総合支所　あばせ

21日 (土)

22日 (日)

23日 (月）

24日 (火) フラ・アロハ・マハナ

25日 (水)

26日 (木) 園芸講座　書道教室

27日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

28日 (土) うたごえサークル

29日 (日)

30日 (月） なでしこの会

（１０月２６日までの受付分）

23日 勤労感謝の日

３日 文化の日
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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。

Ｑ、もうそろそろ、寒くなってきたけど、

暖房はいつから使えるの？

Ａ、１１月より使用は可能です。ただし、以

前にもこのコーナーでお話しした通り、暖房

に関しては要事前予約が必要です。平日の公

民館職員がいる時間帯の場合は、ご相談いた

だければ暖房の利用は可能ですが、夜間や休

日は事前に予約をいただかなければ、暖房は

使えません。これから寒い季節となりますの

で、公民館利用の際は天候などを加味して利

用予約を行ってください。

（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 立 冬

米谷城址
葛西氏の家臣であった亀卦川氏の居城でしたが、葛西氏

滅亡後は伊達の家臣、柴田外記の居城となりました。そ

の後、高泉家が黒沼より移り住み現在に至っています。

今大会のマスターズ

11月の開館日は

11日(水)、26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。

★

★

Q１ 米谷の街でも聞こえるかな？最近夜に

「ぎゃーん！ぎゃーん！」って何か怖い鳴き

声が聞こえないかな？あの鳴き声の正体は

なんだろ？

A、タヌキ B、キツネ

Ｃ、ハクビシン Ｄ、ニホンカモシカ

Q２ もうすっかり田んぼの稲刈りは終わったね。

実はスズメなどの鳥以外にも、意外な動物が

田んぼのお米を食べちゃうんだよね。農家さん

もいい迷惑。その動物はなに？

A、タヌキとキツネ

B、イヌとネコ

C、イモリとヤモリ

D、ニホンカモシカとニホンジカ

Q３ 次のヒントをもとに、完成する文章は？

ヒント

○に数字、□に漢字を入れて文を完成させよ。

ここ○つさむく□る

22日 小雪

15日 七五三

令和２年度 米谷長生大学 第１回学習会

１０月２９日（木）、新型コロナ感染防止で延

期しておりました米谷長生大学第１回学習会

を開催しました。今回の学習会はグラウンドゴ

ルフの大会で公民館長杯を目指して東和総

合運動公園で熱戦がくり広げられました。秋

晴れのなか、参加した皆さんホールインワンを

狙って、元気にホールを回っておられました。

来月は第２回学習会を予定しておりますの

で、そちらもぜひご参加ください。

読書の秋、はまだまだこれから！と、いう事で秋の

夜長のための新刊を購入しました。ナイトライブラ

リーも行っておりますので、ぜひご利用ください。

東大ナゾトレより引用

９日 秋季火災予防運動

今大会の“最好齢”プレーヤー

上位入賞者（敬称略）

優 勝：金田昭司

準優勝：大沼喜代子

３ 位：遠藤信雄



　
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

注：写真はイメージ図です

主催：米谷公民館

【日 時】 １１月２６日(木)

午後１：３０～午後３：００

【参加費】 一人１５００円(材料費)

【定 員】 男女問わず１５名程度

【持ち物】 移植ベラ、手袋、

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

の後、高泉家が黒沼より移り住み現在に至っています。

「不老仙館活用事業」

主催：米谷地域づくり産業観光委員会

【日 時】 令和２年１１月１３日(金)

【会 場】 米谷公民館ホール

【時 間】 受付開始：午後１時１０分～ 開 演：午後１時３０分～午後３時００分

【持ち物】 フェイスタオル（運動に使います）、水分補給用の飲み物

【〆 切】 １１月４日

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。申し込みは各

老人会の会長さんまたは、米谷公民館まで。参加希望の方は必ず申し込みをお願いします。

講師：東 順子氏（NPO法人日本セラピー普及会代表/身体づくりインストラクター）

｢おうち時間を楽しく｣

【日 時】 令和２年１１月１２日(木)

午前８：１５ 米谷公民館出発

午後２：３０ 帰着予定

【場 所】 気仙沼市パークゴルフ場

【参加費】 ５００円

クラブセットレンタルの場合別途３００円

【定 員】 ３０名 ※定員になり次第〆切ます
まいやんクイズ 答え Q1、Ｂ Q2、Ｄ Q3、ここすうじつさむくかんじる

【期日】令和２年１１月１０日(火)、１１日(水)

午前１０：００～午後３：００

米谷の民俗資料館「不老仙館」を多くの方々に知っていた

だきたく、無料開放をいたします。

ぜひこの機会に地元の歴史に触れてみてみませんか？この

時期、紅葉も見頃です。また、今注目の「マジョリカタイ

ル」の実物も見学できます。

今年のあおぞら市もあとわずかとなりました。

残りの開催日もぜひ、足をお運びください。

【期 日】 令和２年１１月の毎週木曜日

【時 間】 午前９：３０～午前１１：００

※雨天時、または出店者がいない場合

中止となる場合がございます。

【日 時】 令和２年１１月１９日(木)

午後７：００～８：３０

【会 場】 米谷公民館 研修室

【内 容】 登米市ハザードマップについて

台風19号の被害状況と支援活動について

【参加費】 無 料

【申込締切】１１月１２日(木)
主催：米谷地域づくり交通防災委員会

【日 時】 令和３年３月６日(土)、７日(日)
詳しい内容は後日、参加要項チラシをお配り

いたしますので、そちらでご確認ください。

【日 時】 １１月１９日(木)

午後１：３０～午後３：００

【参加費】 無 料

【定 員】 男女問わず１５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２年１１月２０日(金)

午前８：３０ 米谷公民館出発

午後２：００ 帰着予定

【場 所】 南三陸町志津川｢さんさん商店街｣周辺

【参加費】 無 料

【定 員】 １５名 ※定員になり次第〆切ます


