
１日 (火) 米谷レクダンス　仲間町親和会

  ２日 (水) 男愉～会　素敵なキルト

  ３日 (木) 書道教室

  ４日 (金) 囲碁クラブ　あばせ 

  ５日 (土) 荒馬沢共有林

  ６日 (日) 詩吟の会

  ７日 (月） シニアカラオケ

  ８日 (火) そ・えーる登米　絵手紙　フラ・アロハ・マハナ

  ９日 (水) 新小路町内会

10日 (木) 書道教室　住宅都市整備課

11日 (金) 囲碁　大正琴　あばせ

12日 (土) うたごえサークル

13日 (日) 詩吟の会

14日 (月） 健康ダンス

15日 (火) 男愉～会　レクダンス愛好会

16日 (水) 骨盤体操　素敵なキルト

17日 (木) 書道教室

18日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

19日 (土)

20日 (日) 詩吟の会

21日 (月）

22日 (火) フラ・アロハ・マハナ

23日 (水) 骨盤体操　素敵なキルト

24日 (木) 公民館女性講座　書道教室

25日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

26日 (土) うたごえサークル

27日 (日)

28日 (月） 健康ダンス

29日 (火)

30日 (水)

（８月２５日までの受付分）

20日 動物愛護週間

７日 白 露

22日 秋分の日

８月１２日(水)に恒例の盆の市を開催しました。今

年の盆の市は朝から雨模様…急きょ公民館の玄関エン

トランスでの開催となりました。季節の野菜とお供え

用の生花がたくさん出品され、それを目当てに朝早く

からたくさんのお客様に来ていただきました。

引き続きあおぞら市も開催しておりますので、そち

らにもお越しください。
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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、公民館にあるコピー機や印刷機は使っ

てもいいの？

Ａ、個人でも団体でも使えます。登米市社会

教育施設印刷機利用要項に則り、原則印刷機

は利用者が操作をして印刷を行っていただき

ます。印刷の利用目的例として、

○自治会等の会議資料作成のため

○自治会等の事業告知のため

○その他管理者が印刷を認めたもの

となります。印刷機利用の際に自前でコピー

用紙等を持ち込んだ場合は紙代は掛かりませ

ん。また、印刷機はカラー印刷は出来ません

のでご了承下さい。

コピー機に関しては公民館職員が行いますの

でお申し付けください。

また利用料金の概要は次の通りです。

（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。

長月

印刷機 １製版(１原稿) ＝４０円

インク代５０枚まで＝２０円

以下１０枚増えるごとに４円加算

印刷機 用紙代 １枚＝ １円

コピー機 白黒コピー １枚＝１０円

カラーコピー １枚＝５０円

9日 重 陽

大膳館遺跡
昭和46年10月8日

東和町の文化財(現登米市指定)

に指定されました。

慶長年間(1604年頃)に伊達家の家臣である石

母田大膳の居館跡で、この名があります。ま

たここは縄文時代の遺跡もあり、多数の土器、

石器等が出土しています。

｢お盆は でお迎え｣

８月６日(木)、白い磁器に特殊なシー

ルを貼り、世界に一つだけのマグカップ

を作るポーセラーツ講座を開催しました。

参加したみなさん、思い思いのデザイ

ンでカップを仕上げた様子でした。仕上

がった作品は先生が一度持ち帰り、専用

の窯で焼き上げて完成。後日参加者のみ

なさんにお配りしました。

ポーセラーツ講座の２回目を予定して

おりますので、ぜひご参加ください。

主催：米谷公民館

｢ ｣のマイカップ

Q１ 米谷地区内の北上川土手に大きなアルファ

ベットと数字が書いてあるんだけど、見たことあ

るかな？あの数字は何を示しているのかな？

A、河口からの距離 B、米谷大橋からの距離

Ｃ、数字の所の川の深さ Ｄ、源流からの距離

Q２ つい最近の話だけど、米谷にテレビロケに

来た芸能人、みんな覚えてる？

A、所ジョージとお笑い芸人ピースの二人

B、バナナマン日村とギャル曽根

C、宮川大輔と尼神インターの二人

D、サンドウィッチマンの二人

Q３ ？ に入る言葉は何？

「① ＋ 休み」 ＝ 就寝

「① ＋ 疲れ」 ＝ いたわり

「① ＋ ②③○」 ＝ 帰宅

③ ②゛① ＝ ？ ※東大ナゾトレより引用

21日 敬老の日

19～25日 お彼岸

15日 老人の日・老人週間



　
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：イメージ図です

主催：米谷公民館

８月２３日(日)、北上川の川下りに挑んだのは１６

人の冒険者。ほとんどが川でカヌーに乗るという事が

初めての初心者…いったいどんな冒険になるのか…

今回で２回目となる川下り体験教室は、当初８月９

日に行う予定でしたが、川の増水と雨天のため２３日

に延期としました。当日は天候にも恵まれ、流れも穏

やか。絶好の川下り日和となりました。

今回は小学生の参加も多く、また年配の方も参加さ

れましたが、一人の転覆者もなく無事にゴールするこ

とができました。休憩のために上陸した浅瀬では、子

どもたちが川にダイブ！なかなか経験できない｢北上

川で泳ぐ｣を体験。先日の｢水辺の安全教室｣での学習

を実践できた様子。

来年も実施予定ですの、ぜひ安全な川下りにご参加

ください。

８月４日(火)、米谷小学校にて「水辺の

安全教室」を開催しました。毎年夏の水辺

での事故が後を絶たない昨今、知識だけで

も子どもたちに教え、少しでも事故を無く

すため米谷小学校との共催で行いました。

講師には中田Ｂ＆Ｇ海洋センターの本宮所

長をお招きし、実践的な座学を指導してい

ただきました。子どもたちは講師の話に真

剣に耳を傾け、クイズ形式の質問に意欲的

に答えていました。

８月の地域づくり・公民館事業の報告・Ⅱ

【日 時】 ９月２４日(木)

午後１：３０～３：３０

【参加費】 一人１０００円(材料費)

【定 員】 １５名程度

【持ち物】 作業用エプロン

東北の大河、北上川で大冒険！

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

米谷公民館・米谷小学校共催「少年教育事業」

積極的に質問！

講師の本宮所長

主催：米谷公民館 「自然交流事業」「少年教育事業」

【日 時】 ９月１６日(水)、２３日（水）・１０月２日(金)、９日（金）

いずれも 午前１０：００～１１：３０頃

【会 場】 米谷公民館

【参加費】 無料

【対 象】 年齢男女不問
動きやすい服装で

ご参加下さい。

９月の開館日は

９日(水)、2４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。

★

★

【あなたの骨盤、大丈夫？】
骨盤がいかに大切な役割をしているか

など、知識と実技を勉強して自宅でも

簡単にできるケアを学びませんか？

｢おうち時間に彩りを添えて｣

【日 時】 ９月１８日(金)

午前９：００～午前１１：３０

【場 所】 ふくろうの森キャンプ場

【持ち物】 草刈り作業に必要な機材と服装

まいやんクイズ 答え Q1、A Q2、C Q3、えがお


