
１日 (土)

２日 (日)

３日 (月) 囲碁

４日 (火) 雀愉～会　米谷レクダンス

５日 (水) 素敵なキルト

６日 (木) 書道教室

７日 (金) うたごえサークル　囲碁　あばせ　

８日 (土)

９日 (日) 詩吟の会

10日 (月) 囲碁

11日 (火) 絵手紙　フラ・アロハ・マハナ

12日 (水) ナイト・ライブラリー

13日 (木) 書道教室

14日 (金) 大正琴　うたごえサークル　囲碁　あばせ

15日 (土)

16日 (日) 詩吟の会

17日 (月) 囲碁　文化委員会及び文化祭出演者会議

18日 (火) 雀愉～会　米谷レクダンス

19日 (水) 素敵なキルト

20日 (木) 書道教室

21日 (金) うたごえサークル　囲碁　あばせ

22日 (土) 米谷２区振興会ミニディ

23日 (日)

24日 (月) 囲碁　文化委員会

25日 (火) フラ・アロハ・マハナ

26日 (水)

27日 (木) 書道教室　男の料理教室　ナイト・ライブラリー

28日 (金) 大正琴　うたごえサークル　囲碁　あばせ

29日 (土)

30日 (日)

31日 (月) 囲碁

１０月の地域づくり・公民館事業報告

Ｑ、ここ最近急に、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。暖房は事前

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当

日利用が可能ですが、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。

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。

日時 令和４年１０月２３日（日）

午前１０：００～１２：００

場所 三滝堂ふくろうの森キャンプ場

内 容 ウォークラリー、野外活動他

参加費 無 料

服 装 動きやすい服装、汚れてもよい靴又は長靴

９月２７日(火)、３回シリーズで開

催した「食べるアート講座」も最終回

を迎えました。今回はデコもちで、ぶ

どうをデザインしました。蒸した米粉

に食紅で色を付け、それを練り合わせ

て形作りました。見ても食べても作っ

ても楽しい講座になりました。

みんなで、はいチーズ！

Q１ 最近すっかり涼しくなって秋って感じだ

ね！今年の紅葉もキレイに色づくのかな？そう

いえば東陽寺のイチョウの木も紅葉が凄いよ

ね！あのイチョウの木は文化財に指定されてい

るけど、現在はどんな指定になってるかな？

A、登米市指定文化財

B、宮城県指定天然記念物

Ｃ、国指定重要文化財

Ｄ、国宝

Q２ 今年も新型コロナで市民運動会中止になっ

ちゃったね。まいやんとっても残念だよ。早く

コロナが治まるといいね。そういえば例年、市

民運動会でいっぱい人が集まるけど、一番人数

が多い行政区ってどこなのかな？

A、やっぱり１が一番、米谷１区

B、小学校があるよ！米谷３区

C、自然がいっぱい！米谷５区

D、三滝堂があるよ！米谷７区

E、一番数字が大きい！米谷９区

Q３ ( )に入る言葉は何？

東大ナゾトレより引用

９月１４日（水）、三滝堂ふくろうの森キャンプ場で、

ウォークラリーコースの除草作業（３回目）を実施しました。

この除草作業は例年三滝堂ふくろうの森キャンプ場周辺

で行うウォークラリーのコース整備のため、実施しており

ます。今年は１０月２３日（日）にウォークラリーを予定して

おりますので、ぜひ親子、お友達とご参加ください。詳しく

は参加申込チラシをご覧ください。

産業観光委員会

神無月
〔発行〕令和４年１０月１日（１０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

◇

（９月２２日までの受付分）

◇部屋側 （空白日は予定なし）

９月２６日（月）、郷土史講座を開催しました。今回

は「遠野物語」で有名な岩手県遠野市に行ってきま

した。

今回の講座の目的は郷土史に関連した歴史資料

や史跡を見学し、地域の歴史や文化を見直し郷土

愛をより深めるきっかけとするため、地域の歴史な

どでまちづくりを進めている遠野市を訪れました。

米谷の歴史や文化を見直し、まちづくりの一環とし

て少しでも参考になったかと思います。

８日 寒 露

23日 霜 降

14日 鉄道の日

27日～ 読書週間

31日 ハロウィン
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ヒント：？の四角の色は？…
主催：米谷地域づくり産業観光委員会



　

【日 時】 令和４年１０月 ６日(木)

午前６時２０分米谷公民館集合 ６時３０分出発

【移動手段】マイクロバス

【参加費】 無 料

【参加対象】体力に自信のある米谷在住または勤務の方

秋の夜長に「一冊」どうですか？

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。

また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。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。

問合せ先 TEL ５３－２００６ 米谷公民館ホール広～い！

【日 時】 令和４年１０月１２日(水) ※小雨決行

【会 場】 東和総合運動公園多目的グラウンド（錦織公民館敷地内）

【時 間】 受付開始：午後０時４５分 開会：午後１時１５分 終了予定：午後４時１５分頃

【持ち物】 クラブ一式（貸出あり）、帽子・タオル、水分補給用の飲み物

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が、

事前の申し込みが必要です。

まいやんクイズ 答え Q1、B Q2、B Q3、まえ(前)

※

米谷公民館・米谷こども園（東和子育て支援センター）共催

日 時・・・令和４年１０月２１日（金）

午前１０時～１１時３０分

場 所･･･米谷公民館 ホール

申込み、お問い合わせは

東和子育て支援センター（米谷こども園内）

℡ ０２２０－４２－２１０１ まで

書 籍 名 作  者 

マスカレード･ゲーム 東野 圭吾 

あきらめません！ 垣谷 美雨 

かえるのほんや やぎ たみこ 

おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 

夜の星を放つ 窪  美澄 

新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡 伸一 

財布は踊る 原田 ひ香 

子宝船―きたきた捕物帖〈２〉 宮部 みゆき 

先祖探偵 新川 帆立 

掬えば手には 瀬尾 まいこ 

宙（そら）ごはん 町田 そのこ 

人生は７０代できまる 綾小路 きみまろ 

すごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 

よって件のごとしー三島屋変調百物語八之続 宮部 みゆき 

棘の家 中山 七里 

朽ちゆく庭 石岡  舜 

そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ 

終活中毒 秋吉 理香子 

竹本義太夫伝 ハル、色 岡本 貴也 

 

10月の開館日は

12日(水)、2７日(木)になります。

★

★

★

★ ～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。

９月２１日(水)、米谷小学校の２年生が授業の一

環で米谷公民館の施設見学に来ました。公民館に来

たことがない、という児童は少ない様子でしたが、

改めて館長から公民館の中を案内、説明をされ、初

めて知ったことや、発見があったようでした。

米谷｢時々｣歳時記

令和４年度

主催：米谷地域づくり文化委員会

あの「ちょうちん」はなんですか？

【日 時】 令和４年１１月５日(土)、６日(日)
出演・出展に関する詳しい内容は参加要項チラシをご確認ください。


