
１日 (水) 男愉～会　さわやかクラブ　素敵なキルト

  ２日 (木) 書道教室

  ３日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

  ４日 (土)

  ５日 (日) 詩吟の会

  ６日 (月） シニアカラオケ

  ７日 (火) 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) うたごえサークル

12日 (日) 詩吟の会

13日 (月） 健康ダンス

14日 (火) 男愉～会　絵手紙ｻｰｸﾙ　フラ･アロハ･マハナ

15日 (水) 素敵なキルト　地域づくり役員会

16日 (木) 書道教室

17日 (金) 囲碁ｸﾗﾌﾞ　大正琴　あばせ　自治委員会

18日 (土)

19日 (日) 詩吟の会

20日 (月） シニアカラオケ　新小路なでしこの会

21日 (火) レクダンス愛好会

22日 (水) 女性講座

23日 (木) 書道教室　

24日 (金)

25日 (土) うたごえサークル

26日 (日)

27日 (月） 健康ダンス

28日 (火) 長生大学　フラ･アロハ･マハナ

29日 (水) 防災講座

30日 (木) 書道教室

31日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

（６月２５日までの受付分）

Q１ 米谷地区内の住所にいっぱい「字～」っ

てあるけど、「字名」ではないのはどれ?

A、悪戸 B、鍛冶屋

Ｃ、新小路 Ｄ、菅波

Q２ 今の米谷大橋は鉄骨製になって２代目

なんだけど、初代の米谷大橋は今のどの辺り

にあったと思う？

A、今の所から上流３０ⅿ B、今と同じ場所

C、今の所から下流４５ⅿ

Q３ 右の？に入る

言葉はなに？

ヒント：「米谷」を

ひらがなにしてみよう

23日 海の日

７日 七 夕

22日 大 暑

５月２８日(木）に「花いっぱい運動」の花の苗を各自治会に

配布いたしました。その続報です！

今年は昨年よりも多い自治会の参加をいただきましたので、

今回各自治会での「花いっぱい運動」の一部をご紹介します。

サルビア、マリーゴールド、ベコニア、日日草の４種類の苗を

それぞれ植えていただきましたので、米谷の街を歩いた時、

車で通りすぎた時、「チラッ」っと目を向けて見てください。

写真の花壇がどこにあるのか、探してみるのも楽しいかもし

れませんね。

６月の地域づくり・公民館事業報告・Ⅰ

主催：米谷地域づくり自治委員会・米谷公民館
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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。

不老仙館
昭和47年10月13日

東和町の文化財(現登米市指定)に

指定されました。

～米谷の街に花を咲かせましょう～

不老仙館は米川の豪商畠山家が、伊達家１３代慶邦公の宿

泊所として嘉永５年(1852年)に建築した建物です。明治39年

に米谷の豪商佐藤家が買い求め、３年の年月をかけて現在の

場所に移築しました。

この建物は「書院造」といって、室町から安土桃山時代に

かけて、武家の住宅として完成された様式の建物です。

季節ごとの花が庭園に咲きますので、ぜひご来館ください。

Ｑ、公民館を使いたい時、どうすればいい

の？使う時はお金がかかるの？

Ａ、公民館を使いたい時はまず、｢利用申請

書｣を書いていただきます。電話で予約はで

きますが、本申請にはなりませんので必ず利

用申請書を書いていただく事になります。万

が一予約が他の利用者様と重なった場合、本

申請が早い方を優先いたしますが｢個人利用｣

と｢団体利用｣の場合は団体利用の方を優先し

ますのでご了承ください。

また、利用する場合は｢利用料｣がかかりま

すが、登米市から利用料の｢減免｣を受けてい

る団体は、利用料はかかりません。申請の際

にご確認ください。

利用時間は原則、午前、午後、夜間に分か

れますので、詳しくは申請時にご確認くださ

い。

（空欄は利用予定なし）

24日 スポーツの日
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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。

文月
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米谷公民館 利用料一覧(１時間当り)

研修室１・２： ４００円

その他の部屋： ２００円

ホール ：１２００円

ホール(個人)： ２００円(一人)

｢花｣が米谷を彩る

７日 小 暑



　 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

６月から７月にかけて開催を予定をしておりました

「ナイターバレーボールリーグ戦」は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を考慮し、「中止」することになりました。

参加を希望しておられました選手の皆様にはご理解を

いただき、来年度開催まで、その熱い気持ちを充電して

下さいますようお願いいたします。

“日々の暮らし”をテーマに生活を彩る

講座を米谷公民館会場で開催いたします。

【日 時】 令和２年７月２８日(火)

受付開始：午後１時１０分～

開講式 ：午後１時３０分～

【会 場】 米谷公民館

【参加費】 無 料

【受付〆切】７月１５日(水)

主催：米谷公民館

６月２４日（水）に三滝堂「ふくろうの森キャンプ

場」周辺の除草作業を開始しました。毎年秋に開

催するウォークラリーのコース整備のため、毎年

この時期から始めています。草もいっぱい生えて

いますが、ゴミがたくさん…ちょっと悲しいですね。

自然の中を歩き、クイズを解きながらゴールを

目指すアクティビティ、ぜひ開催の際はご家族、

お仲間でご参加ください。

開催までもう数回除草作業を行いますので、こ

ちらのボランティアも同時に募集いたします。日程

はＨＰでお知らせします。

主催：米谷地域づくり産業観光委員会

まいやんクイズ答えQ1、ＣQ2、ＡQ3、うがい

６月１１日（木）から令和２年度「あおぞら市」をスター

トいたしました。

今年は新型コロナウイルスの感染防止の観点から開

催が遅れてしまいましたが、自粛解除に合わせスター

トしました。買い物に関しては３密を避ける形であれば、

今まで通りお楽しみいただけますが、感染防止のため

お茶飲みなどは今は自粛させていただいております事、

ご了承願います。

大変な時ではありますが、ぜひあおぞら市に足を運

んでいただき、新鮮な野菜などを買って健康な生活を

送っていただきたいと思います。

また、買い物に来るだけではなく、売りに来ていただ

ける方もお待ちしております。フリーマーケット方式で

すので、お気軽にご参加ください。

６月の地域づくり・公民館事業の報告・Ⅱ

【日 時】 令和２年７月２９日(水)

午前１０：００～１１：３０

【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】７月１４日(火)

講師：日本笑い学会 伊藤恵子氏

主催：米谷地域づくり産業観光委員会

【日 時】 令和２年７月２２日(水)

午後１：３０～３：００

【参加費】 一人５００円

【定 員】 １５名程度

【持ち物】 裁縫道具、ピンセット(お持ちの方)

【日 時】 令和２年８月６日(木)

午後１：３０～３：３０

【参加費】 一人 １，２００円

【定 員】 １５名程度

【持ち物】 はさみ

◇ポーセラーツとは？

白い磁器に好みの絵柄の転写紙を張って、

自由にデザインできるハンドクラフトです。

主催：米谷地域づくり交通防災委員会

日 時・・・令和２年８月９日(日)午前９時～１２時頃

場 所･･･ 北上川（米谷公民館集合）

参加費･･･無 料

米谷公民館「自然交流事業」

※概ね６０歳以上の方であれば老人クラブ加入の

有無に係らず、どなたでも参加できます。

お申し込みは各老人クラブ会長さんまたは米谷

公民館まで。

７月の開館日は

9日(木)、2２日(水)になります。

★

★

★

★
～夜の図書室へようこそ～

★

★

★

ウォークラリー開催に向けて

準備進行中！

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。

参加対象・・・米谷地区在住・勤務の方、年齢不問
※お子さんだけでの参加もできますが、小学３年生以下

の場合はご相談ください。

チラシは後日の配布になります。

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、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


