
１日 (火) 雀愉～会　レクダンス　フラ・アロハ・マハナ

  ２日 (水) 素敵なキルト

  ３日 (木)

  ４日 (金) 大正琴　囲碁クラブ　あばせ　ふるさと文化祭準備

  ５日 (土) 米谷ふるさと文化祭（展示のみ）

  ６日 (日) 米谷ふるさと文化祭（展示・舞台発表）

  ７日 (月） 囲碁クラブ

  ８日 (火) 絵手紙サークル　フラ・アロハ・マハナ

  ９日 (水) ナイトライブラリー

10日 (木) 書道教室

11日 (金) 東和総合支所　大正琴　囲碁クラブ　あばせ

12日 (土)

13日 (日) 詩吟の会

14日 (月） 囲碁クラブ

15日 (火) 雀愉～会　レクダンス

16日 (水) 素敵なキルト

17日 (木) 書道教室

18日 (金) うたごえサークル　米谷こども園　囲碁クラブ　あばせ

19日 (土)

20日 (日) 詩吟の会

21日 (月） 囲碁クラブ

22日 (火) フラ・アロハ・マハナ

23日 (水)

24日 (木) 書道教室　男の料理教室　ナイトライブラリー

25日 (金) 大正琴　囲碁クラブ　あばせ

26日 (土) ジュニアリーダーと遊ぼう

27日 (日) 詩吟の会

28日 (月） 囲碁クラブ　新小路なでしこの会

29日 (火)

30日 (水)

（１０月２４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。

（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。

Q１ まいやん、この前お秈荷さんで植物の化石を

見つけたんだ！すごいでしょ？東京のある施設にも

米谷から出土した化石が展示してあるんだけど、な

んて施設だか知ってるかな？

A、東京国立科学博物館

B、科学技術館

Ｃ、国立博物館

Ｄ、国立歴史民俗博物館

Q２ 米谷公民館の体育館の屋根って高いよね～。

遠くから見てもわかる「かまぼこ」型の屋根だよね。

じゃあ、今の公民館になる前の昔の米谷公民館の

屋根ってどんな形だったのかな？

A、今の体育館の屋根と同じ「かまぼこ」屋根

B、屋根が見えない！まっ平な「陸」屋根

C、オーソドックスに三角！「切妻」屋根

D、右側に偏った「片流れ」屋根

Q３ ４つの空欄に入る同じものは何でしょうか？
22日 小雪

15日 七五三

東大ナゾトレより引用

９日 秋季火災予防運動

７日 立 冬

男性の部

優 勝：佐藤 孝一

準優勝：遠藤 信雄

３ 位：佐々木満之

１０月１２日（水）、米谷地区長生大学第２回学

習会を開催しました。今回の学習会は公民館長

杯グラウンドゴルフ大会で、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。

天気が心配されましたが、秋晴れのなか、３５人

の参加した皆さんは上位入賞を目指して元気に

笑いながらホールを回っていました。

令和４年度 米谷地区長生大学第２回学習会

米谷｢時々｣歳時記

５年生の稲刈り体験 ５年生の芋掘り

１０月４日(火)、今年も米谷小学校５年生の皆さんが三滝

堂の農園でろくしち活性化委員会の皆さんの指導の下、稲

刈りと芋掘りの農業体験を行いました。残念なことにサツ

マイモ畑にイノシシにが入った痕跡あり、荒らされてしま

いましたが、畑では立派なイモを収穫できました。

みんな揃って、はいチーズ！

１０月の地域づくり・公民館事業報告 その１

今大会の“最好齢″プレイヤー

上位入賞者（敬称略）
女性の部

優 勝：後藤 すゑ子

準優勝：畠山 邦子

３ 位：猪又 波子

１０月２３日(日)、｢自然と遊ぼう！ウォー

クラリー｣を三滝堂ふくろうの森キャンプ場で

開催しました。今年は参加対象の制限を設け

ないでの開催としました。参加した子どもた

ちも改めて米谷の自然を満喫ながらクイズを

解いてまわりました。

また、７月から４回にわたりコース整備

「草刈大作戦」にご協力いただいた皆様、お

かげさまでとても歩きやすいコースになりま

した。まことにありがとうございました。

主催：米谷地域づくり産業観光委員会

11月の開館日は

９日(水)、2４日(木)になります。
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★
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～夜の図書室へようこそ～
★

★

★

ナイトライブラリーとは…

夜7時まで図書室の利用時間を延長

し貸し出し、返却を受け付けます。

また、公民館の利用予約等も受付い

たします。

日

本

時

間

見色

様

人 ヒント：空欄はすべて

同じものが入るよ



　

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

恒例の｢まいや光のページェント｣の飾りつけの

お手伝いを｢やってみたい｣方を募集します。

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

【日 時】 １１月６日(日)

【受 付】 午前９時～１０時

【定 員】 無し

【抽 選】 ステージ発表終了後開始。

抽選時に会場にご本人様がいない場合は

無効になりますのでご注意ください。

「不老仙館活用事業」

【期日】令和４年11月９日(水)･10日(木)

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？紅葉

も見頃になる予定です。

１０月２１日(金)、米谷こども園

と共催の乳幼児講座を開催しました。

今回はパネルにキャラクターなどを

張り付けて簡単な劇を行うパネルシ

アターや、手品、南京玉すだれなど

を楽しんでもらいました。９組の親

子に参加していただき、参加したお

子さんも手を一緒にたたいて楽しん

でいました。

米谷公民館・米谷こども園（東和子育て支援センター）共催

パネルシアター 紐を使ったマジック

１０月の地域づくり・公民館事業報告 その２

日 時・・・令和４年１１月２5日(金) 午後１：３０から

場 所･･･ 米谷公民館

参加対象 不問。当日公民館までお越しください。

持ち物・・・特にありませんが、作業しやすく寒くない服

装でお越しください。

※途中参加もできますので興味のある方はお越しください。
※昨年の取り付け作業の様子

主催：米谷地域づくり産業観光委員会

１０月６日(木)、秋の恒例事業、栗駒山登山を行い

ました。紅葉で有名な栗駒山ですが、寒気の影響で出

発地点のいわかがみ平でも肌寒い気温でした。それで

も歩き出せば身体も温まり、参加者は張り切って山頂

を目指しました。

裾野まで赤や黄色に染まりとても見ごたえのある紅

葉の登山になりました。

９月３０日(金)、岩手県花巻温泉バラ園

とワインシャトー大迫を見学してきました。

この日は秋のバラまつりの開催される中、

天候にも恵まれ、園内はバラの香りで包ま

れていました。ワイン工場ではワインの歴

史やワインの種類による製造工程の違いな

ど学習しました。普段見ることのできない

施設見学に、参加者は興味津々。とても有

意義な研修になりました。

主催：米谷地域づくり文化委員会「人材豊富な米谷づくり事業」

【日 時】 令和４年１１月２６日(土)

午前９：３０～１２：００（受付９：００）

【場 所】 米谷公民館

【持ち物】 飲み物、汗拭きタオル、上靴、マスク

【参加対象】 小学１年生～６年生 ３０名程度

【〆 切】 １１月２日(水)

【日 程】

９：３０ 開会式

９：４０ ミニ運動会

ゲーム

ダンス

１１：５０ 閉会式

１２：００ 解散

事前に配布されています「ふるさと文化祭」のチラシを

ご持参のうえ、ご来場ください。
まいやんクイズ 答え Q1、A Q2、C Q3、々


