
１日 (水) 素敵なキルト

  ２日 (木) 書道教室　

  ３日 (金) 囲碁クラブ　あばせ　体育委員会

  ４日 (土)

  ５日 (日) 詩吟の会

  ６日 (月）

  ７日 (火) 雀愉～会　レクダンス愛好会　　

  ８日 (水)

  ９日 (木) 書道教室　

10日 (金) 大正琴　囲碁クラブ　あばせ　

11日 (土) ジュニアリーダーと遊ぼう！

12日 (日) 詩吟の会

13日 (月） 健康ダンス　

14日 (火) 絵手紙サークル　フラ･アロハ･マハナ

15日 (水) 女性講座　素敵なキルト

16日 (木) 書道教室

17日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

18日 (土)

19日 (日) 詩吟の会

20日 (月）

21日 (火) 雀愉～会　レクダンス愛好会

22日 (水)

23日 (木) 書道教室

24日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

25日 (土)

26日 (日)

27日 (月） 健康ダンス

28日 (火) 女性講座　フラ･アロハ･マハナ

29日 (水)

30日 (木)

（５月２５日までの申請分）

Q１ 不老仙館のお庭の緑がとってもキレイな

季節になったね！そういえば昔、不老仙館

に皇族の三笠宮崇仁親王妃百合子殿下と

高松宮宜仁親王殿下がご来館されたことが

あるんだけど、その時ある木をお手植えさ

れたんだけど、何の木だったのかな？

A、桜の木 B、ツツジの木

C、紅葉の木 D、松の木

Q２ この前、米谷小学校のお友達が校外学

習で三滝堂の田んぼで田植えをしたんだよ。

まいやんこっそり見学してきたんだよ。あの

田んぼに植えた苗はもち米の苗って聞いた

けどなんて品種だったかな？

A、コガネヒカリ B、こもちまる

C、みやこがねもち D、ヒメノモチ

Q３ ？に入る文字はなに？

ヒント：今回はノーヒントです！

5月の事業報告

いずれの事業も、詳しくは米谷公民館までお問い合わせください。

また精米機も使えますのでご利用ください。

ＴＥＬ ５３－２００６ 米谷公民館

米谷公民館の新しい職員を紹介いたします。

名 前：佐藤 洋一（さとうよういち）

出身地：米 谷

担当業務：経理事務、不老仙館全般、

楼台コミュニティセンター全般

特 技：スポーツ全般

（空欄は利用予定なし）

稼働時間 平日9：00～17：00

利用料 １回１０㎏、１００円

東大ナゾトレより引用

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変更となる場合があります。

水無月
〔発行日〕令和４年６月1日（６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

◇

◇新型コロナウイルス感染防止のご協力をお願いします。

令和４年度の米谷地域づくり推進協議会総会

を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス

感染拡大防止を考慮し、書面での議決となり原

案のとおり可決されました。

例年の行事を予定しておりますが、コロナ禍

での開催となりますので、場合によっては内容

変更や中止を検討せざるを得ませんので、ご理

解とご協力をお願いいたします。

米谷地域づくり推進協議会 会長 秋葉 茂雄

「住み良い米谷づくり事業」

５月２６日(木)、米谷地区の緑化活動｢花

いっぱい運動｣のための花苗を配布しました。

今年も｢マリーゴールド｣｢サルビア｣｢日日草｣

｢ベコニア｣の苗３０７０株を申し込みがあっ

た自治会に配り、各地区の花壇等に植えてい

ただきます。配布後さっそく花壇に移植する

自治会もあるようです。今年も皆さんの手で

米谷地区を花でいっぱいにしましょう！植え

てもらった花は、後日公民館だよりで紹介さ

せていただきます。

主催：米谷地域づくり自治委員会

開催月日 事 業 名

５/26 花いっぱい運動

６月 リーダー育成事業

７/15 進地視察研修（役員研修）

８月 防災に関する研修会

９/11 第91回米谷地区市民運動会

10月 リーダー育成事業

10/23 ウォークラリー

11/５～６ 第18回米谷ふるさと文化祭

11/25～１/５ まいや光のページェント

12/10 世代間交流事業

１/７ 令和５年米谷新春のつどい

※なお、新型コロナウイルス感染状況の観点

から急遽変更・中止となる場合もあります

のでご了承ください。

令和４年度実施予定の主な事業

６月 衣替え

４日 歯と口の健康週間

10日 時の記念日

21日 夏至

19日 父の日

11日 入梅

大なら ①イ

小なら エ②

① ー ②➡？

ｌ

本人から一言
令和４年５月１日付で米谷公民館に勤務することに

なった佐藤洋一です。前職、前々職ともに工場関係で主

に機械オペレーターから製品検査、品質管理業務に従事

しておりました。

家族は、父、妻、子供４人でにぎやかにやっています。

事務職歴はまったくなく、不安なことも多いですが、ご

年配の方や子ども達との交流をもっと増やしていきたい

と思いますので、気軽にお声がけしていただけたら嬉し

いです。

皆様からのご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいた

します。

まいやんクイズ 答え Q1、D Q2、C Q3、R

http://putiya.com/html/season/06gatu/kaeru01_02.html


　

◇多肉植物講座

ＴＥＬ ５３－２００６ 米谷公民館

【日 時】 令和４年６月１５日(水)

午後１：３０～午後３：００

【講 師】 菅原真由美先生（東松島市）

【参加費】 １，５００円

※受付は終了しております。

◇女性のための

「健康づくり栄養」講座

産業観光委員会からのお知らせ

まいやんクイズ答えQ1、ＢQ2、ＣQ3、げ（頭に一、十、百…と付けると…）

利用料 １回１０㎏、１００円

の開館日は

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。

★

★

★

★

★

★

米谷地域づくり基金事業
「米谷地域づくり基金事業」とは、米谷地区の団体等が米谷地域内で行う地域づくり活動に対し、

基金を財源に助成金を交付するものです。

これまでの事業例として、夏祭り、盆踊り大会、どんと祭などがありました。

このような地域活性化を目的とした事業全般を対象とし、令和４年度内に行う予定、または年度

内に行われた事業が対象となります。

次の点に留意の上、米谷地区活性化のために是非ご利用ください。

○活性化を目的とし、参加者の制限を設けない。

○補助金以上の事業費であること。

（慰労会費は除外とする）

○補助金は一団体１０，０００円とする。

○２年連続（前年度に続いて）では申請できない。

申請書は米谷公民館にあります。締め切りは７月１２日(火)となります。申請後、米谷地域づくり

推進協議会で審査・決定いたします。

【日 時】１回目「止められる老化のポイント」

令和４年６月２８日(火)

２回目「不足している栄養素を知る」

令和４年７月１２日(火)

いずれも午前１０：００～１１：００

【講 師】 明治安田生命スタッフ

【参加費】 無 料

【募集人数】１５名

【〆切】 ６月１６日(木)

米谷地域づくり推進協議会では「移動手段に関するアン

ケート」を実施しております。５月中旬に各世帯にアン

ケート用紙を配布いたしました。このアンケートでは、住

民バス、市民バスの利用状況とデマンド型乗合タクシーに

ついてお聞きしています。

今回のアンケート結果を参考にしながら地域住民の皆さ

んの移動手段としてデマンド型乗合タクシーの運行につい

て考えてまいります。ご協力をお願いいたします。

米谷地域づくり推進協議会 会長 秋葉茂雄

【日 時】 令和４年６月２６日(日)

午前６：００ 公民館出発 １８：３０帰着予定

【場 所】 福島県 安達太良山

【参加費】 無 料

【募集人数】先着１５名（６月２０日必着）

【申込対象】体力に自信のある米谷在住または勤務の一般成人

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６月１１日(土)

午前１０：００～１２：００

【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】 まだまだ募集中！

【日 程】

１０：００ 開会式

１０：１０ オリエンテーション

ミニウォークラリー

ゲーム

ダンス

１１：５０ 閉会式

１２：００ 解散

【日 時】 令和４年６月６日(月)

午前９：００～１１：００

【場 所】 三滝堂 ふくろうの森キャンプ場

現地集合・現地解散

【持ち物】 草刈機械

※雨天時中止


