
１日 (日)

  ２日 (月） 　　　年始休館

  ３日 (火)

  ４日 (水)

  ５日 (木)

  ６日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

  ７日 (土) 米谷新春のつどい

  ８日 (日)

  ９日 (月） 館内清掃

10日 (火) 雀愉～会　フラ・アロハ・マハナ

11日 (水) みやぎ北上商工会　長生大学運営委員会

12日 (木) 書道教室

13日 (金) 大正琴　囲碁クラブ　あばせ

14日 (土)

15日 (日) 詩吟の会

16日 (月） 囲碁クラブ

17日 (火) 雀愉～会　米谷レクダンス愛好会

18日 (水)

19日 (木) 東和総合支所　書道教室

20日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

21日 (土)

22日 (日) 詩吟の会

23日 (月） 囲碁クラブ　新小路なでしこの会

24日 (火) フラ・アロハ・マハナ

25日 (水)

26日 (木) 書道教室

27日 (金) 大正琴　囲碁クラブ　あばせ

28日 (土)

29日 (日) 詩吟の会

30日 (月） 囲碁クラブ

31日 (火)

Q3は東大ナゾトレより引用

ﾋﾝﾄ：□に入るのは、

漢字１文字です。

（１２月２１日までの受付分）

（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。

１２月１０日(土)、世代間交流事業を

実施しました。今年は昔の遊びとニュー

スポーツチャレンジ大会と題して開催！

お手玉やコマ回しの昔の遊びと、室内ペ

タンクとユニカールのニュースポーツ体

験を行いました。後半はユニカールチャ

レンジ大会として、変則ルールではあり

ましたが、ユニカール大会を開催。参加

した皆さんで大いに盛り上がりました。

回答数 ２７ （結果内容抜粋）

Ｑ、今回の説明でデマンド型乗合タクシーについて理解できたか。

Ａ、よく理解できた、だいたい理解できた

（事業趣旨、利用方法、利用料金について）･･･２６

Ｑ、米谷地区でも実施した方がよいと思うか。

Ａ、した方がよい･･･１９

Ｑ、米谷で実施した場合に利用者登録したいと思うか。

Ａ、すぐ登録したい･･･３、免許返納後登録したい･･･１３

運行内容が改善したら登録したい･･･３

１１月に行ったデマンド型乗合タクシー

の説明会で実施したアンケートについて報

告いたします。

右記アンケート結果として、「デマンド

型乗合タクシーを行った方がよい」という

意見が大多数ではありましたが、今回の説

明会においては参加人数が予定の人数の過

半数以下という状況でした。この結果を踏

まえ、希望する自治会に今一度説明会の場

を設けようと考えております。

説明会希望の自治会は希望日時と参加予

定人数を米谷公民館までお知らせください。

夕暮れ時から夜間はドライバーから歩行

者や自転車がとても見えづらい時間帯です。

歩行者や自転車は「自分は見える」から大

丈夫！ではなく「まわりから見える」よう

にしておかないととても危険です。自分の

身を守るためにも、この３点を実践しま

しょう。

交通安全協会米谷支部

Q１ まいやんこの前、公民館の公園で遊んで

いた時に車がたくさん駐車場に入ってきたん

だ。公民館を利用する人がいっぱいいたよ。

そう言えば公民館の駐車場って裏の不老仙館

も含めて何台車を停められるのかな？

A、職員用も入れて４３台分

B、職員用を入れないで４５台分

Ｃ、職員用を入れて４７台分

Ｄ、職員用を入れないで４９台分

Q２ 寒い日が続いてなかなか外に出れないか

ら、まいやん公民館のホールで遊んでたんだ

けど、ホールにはいっぱいラインが引いてあ

るんだよね！何の競技のラインなのかな？

ホールのラインで実際にプレイできない競技

はどれかな？

A、バスケットボール B、ソフトテニス

C、フットサル D、バドミントン

Q３ はてなに入る数字はいくつでしょうか？

1月
睦月

〔発行〕令和５年1月１日（１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。

夕暮れ時から夜間の外出の際には、

「明るい色の服装」 「反射材の装着」 「懐中電灯等の照明器具の携帯」

を実践しましょう！

９日 成人の日

２６日 文化財防火デー

７日 七 草

1日 元旦・初日の出

２０日 大寒

１２月の地域づくり・公民館事業報告 その１

室内ペタンク

お手玉

ユニカール

コマ回し

１の□は２

□の□は４□

３の□は

５の□は10
□には同じものが入る

？



　
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

主催：米谷公民館

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

１月の開館日は

1１日(水)、2６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。

★

★

米谷公民館：12月29日(木）～1月3日(火）

不 老 仙 館：12月28日(水）～1月４日(水）
(楼台コミュニティセンターは無休です)

点灯期間誤りについてお詫びと訂正

１１月２１日(月)、２８日(月)、

１２月５日の３日間にわたり、健

康ボウリング教室を開催しました。

座学にて有酸素運動について学習

したり、生涯スポーツとしての楽

しみ方などを勉強し、ボウリング

の技術を学びました。数十年ぶり

という参加者の方もフォームや手

の振り方などの指導を受け、最終

日には参加者全員がスコアを伸ば

し、勉強の成果が表れた講座にな

りました。

主催：米谷公民館

１２月５日(月)、８日(木)の２日間、冬の工作教室を開催

しました。今回はなかなか公民館に来れない米谷っこにも参

加してもらおうと、東和児童クラブ（米谷）の児童にも参加

していただきました。今回は手作りクリスマスキャンドルに

挑戦。みんな、思い思いの仕上がりになりました。８日には

公民館でも開催しました。児童クラブで作って面白かった！

という米谷っこがこちらにも参加してくれました。作っても

らったキャンドルは１２月９日～１８日まで公民館に飾らせ

ていただき、公民館のクリスマスを彩ってもらいました。

開催種目

ユニカール（常設）

ミニテニス（常設）

ビニールバレーボール（随時）

バドミントン（随時）

ターゲットラダー（随時）

室内ペタンク（随時）

【日 時】 令和５年1月２９日(日)

午前６時４５分出発 午後５時３０分 帰着予定

【参加費】 ４０００円 ※レンタル費用は別途

【会 場】 岩手県 夏油高原スキー場

【募集人数】１５名程度

【〆 切】 令和５年１月１３日(金)

※申込詳細はチラシをご覧ください。

【日 時】 令和５年１月７日(土)

午前１０時００分 開会
【会 場】 米谷公民館 研修室

※お申込み済みの方は当日、お忘れ

の無いようご出席ください。

【日 時】 令和５年１月３１日(火)

〃 ２月 ７日(火)、１４日(火)

昼間の部 午前１０時００分～午後１５時００分

夜間の部 午後 ６時３０分～午後 ８時３０分

※開催時間内出入り自由
【会 場】 米谷公民館 ホール
※事前申込はございませんので、期間中都合に合わせてご来場ください。

１2月の地域づくり・公民館事業報告 その２

先月の公民館だよりにおいて「まいや光のページェ

ント」の記載期間を令和５年１月６日(金)まで記載

しておりましたが、正しくは令和５年１月５日(木)と

なります。

訂正をし、お詫び申し上げます。

ストライク取れる

ボールどれっすかね？

ボールはこう持ちます！

１本残っちゃったよ･･･

年 末 年 始 休 館 の お 知 ら せ

まいやんクイズ 答え Q1、C Q2、C Q3、?は６、□は倍


