
１日 (月） シニアカラオケ　素敵なキルト

  ２日 (火) レクダンス

  ３日 (水)

  ４日 (木) 書道教室　登米市生涯学習課

  ５日 (金) 囲碁クラブ　東和総合支所　あばせ　長生大学運営委員会

  ６日 (土) うたごえサークル

  ７日 (日) 仲間町第2納税組合

  ８日 (月） 健康ダンス

  ９日 (火) 絵手紙サークル　フラ・アロハ・マハナ

10日 (水) 男愉～会

11日 (木) 書道教室

12日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

13日 (土)

14日 (日) 詩吟の会

15日 (月） シニアカラオケ

16日 (火) 男愉～会　米谷レクダンス愛好会

17日 (水) 素敵なキルト

18日 (木) 書道教室

19日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

20日 (土) うたごえサークル

21日 (日) 詩吟の会

22日 (月） 健康ダンス

23日 (火) フラ・アロハ・マハナ

24日 (水)

25日 (木) 書道教室

26日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

27日 (土)

28日 (日) 詩吟の会

29日 (月） 女性講座

30日 (火)

（１０月２６日までの受付分）

23日 勤労感謝の日

３日 文化の日
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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、もうそろそろ、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。暖房に関し

て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

暖房の利用は可能ですが、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。

（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。

秈荷神社のウミユリの化石
秈荷神社の境内にあり、秈荷神社の名前の由来となった化

石です。ウミユリの化石は、その断面が銭の文様に似てい

ることから「銭金石」とも呼ばれています。秈荷山からは

この化石が取れることから「銭金山」とも呼ばれるように

なったと伝えられています。

１０月２２日(金)、米谷

こども園共催の乳幼児講座

を開催しました。今回はパ

ネルにキャラクターなどを

張り付けて簡単な劇を行う

パネルシアターや、簡単な

手品、南京玉すだれなどを

楽しんでもらいました。７

組の親子に参加していただ

き、参加したお子さんも手

を一緒にたたいて楽しんで

いました。

みんなで、はいチーズ！

Q１ まいやん、この前不老仙館を見学したんだけ

ど、「渋沢栄一」の書があるんだね！そういえば、今

度渋沢栄一が新しいお札の肖像に使われるみたい

だけど、何円札になるのかな？

A、１０００円札 B、２０００円札

Ｃ、５０００円札 Ｄ、１００００円札

Q２ 今年もすっかり田んぼの稲刈りは終わったね。

昔は「棒掛け」っていう手法が米谷では主流で稲を

乾かしていたんだけど、今はコンバインであっという

間に稲刈りも終わっちゃうね。じゃあ玄米でおいしく

保存するのに適した水分量はどれぐらいかな？

A、水分が多い方がおいしいよ！水分量20％

B、水分はちょっと少な目がいいよ！水分量18％

C、カラカラのちょっと手前がいいよ！水分量15％

D、お米って炊く前は固いよ！水分量13％

Q３ 例を参考にしたとき、「減」と「要」を天秤に乗せ

た場合、天秤はどちらに傾くでしょうか？
22日 小雪

15日 七五三

東大ナゾトレより引用

９日 秋季火災予防運動

７日 立 冬 令和３年度 米谷地区長生大学開講式並びに第１回学習会

１０月１９日（火）、米谷地区長生大学開講式並びに第１回学

習会を開催しました。今回の学習会は公民館長杯グラウンドゴ

ルフ大会で、公民館長杯を目指して東和総合運動公園で熱戦

がくり広げられました。天気が心配されましたが、秋晴れのなか、

４４人の参加した皆さんはホールインワンを狙って元気にのび

のびとホールを回っていました。

この距離は外せない！

米谷公民館・米谷こども園（東和子育て支援センター）共催

パネルシアター

紐を使ったマジック

減 要

点
快

例
食

心



　
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

【日 時】 令和３年１１月２９日(月)

〃 １２月１３日(月)

午前１０時００～１１時００分

【会 場】 米谷公民館

【参加費】 無 料

【募集人数】２０名程度

【〆 切】 １１月１９日(金)

恒例の｢まいや光のページェント｣の飾りつけの

お手伝いを｢やってみたい｣方を募集します。

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、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

【日 時】令和３年１１月８日(月)

午前８：１５ 米谷公民館出発

午後０：１５ 帰着予定

【場 所】高森パークゴルフ場（石越）

【参加費】無 料

クラブセットレンタルの場合別途３００円

【定 員】１２名 ※定員になり次第〆切ます

同時に随行していただける経験者４名募集

※まだ若干の空きがございますので、お問い合わせください。

〆切：１１月２日(火)ですので、お早めにご連絡ください。

まいやんクイズ 答え Q1、D Q2、C Q3、要に傾く(各漢字の頭に重と軽をつけて読むと…

「不老仙館活用事業」

【期日】令和３年11月10日(水)、11日(木)

午前10:00～午後3:00

米谷の民俗資料館「不老仙館」を多くの方々に知っていた

だきたく、無料開放をいたします。

ぜひこの機会に地元の歴史に触れてみてみませんか？紅葉

も見頃になる予定です。
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１０月２１日(木)、ボランティアの皆さんの

ご協力をいただき、１１月３日(水)に開催する

「自然と遊ぼう！ウォークラリー」のコースの

草刈り作業を行いました。

参加いただいた皆様のお力添えでコースがと

ても歩きやすくなりました。

今年も新型コロナ感染予防のため、参加対象

は米谷小学校児童とそのご家族様に限定させて

いただいておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。

書 籍 名 作  者 

貝に続く場所にて 石沢 麻依 

彼岸花が咲く島 李 琴峰 

氷柱の声 くどうれいん 

スモールワールズ 一穂 ミチ 

おれたちの歌をうたえ 誤 勝浩 

仙台領に生きる郷土の偉人傳〈２〉  吉田 義弘 

渡る世間にやじ馬ばあさん―橋田壽賀子のことば 橋田 壽賀子 

総理の夫 First Gentｌeman 愛蔵版 原田 マハ 

変な家 雨穴 

竜とそばかすの姫 細田 守 

琥珀の夏 辻村 深月 

ザリガニの鳴くところ 
(著)ﾃﾞｨｰﾘｱ･ｵｰｴﾝｽﾞ 

（訳）友廣 純 

すごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 

 

11月の開館日は

10日(水)、25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。

日 時・・・令和３年１１月２６日(金) 午後１：３０から

場 所･･･ 米谷公民館

参加対象 不問。当日公民館までお越しください。

持ち物・・・特にありませんが、作業しやすく寒くない服

装でお越しください。

※途中参加もできますので興味のある方はお越しください。 ※昨年の取り付け作業の様子

主催：米谷地域づくり産業観光委員会

米谷｢時々｣歳時記

２年生の町探検

５年生の稲刈り体験

５年生の芋掘り

１０月６日(水)、米谷小学校の２年生の皆さんが、

町探検の一環で米谷公民館の見学に来ました。改め

て公民館を見学して色々な発見があったようです。

また、１０月７日(木)には５年生の皆さんが三滝堂

の農園でろくしち活性化委員会の皆さんの指導の下、

稲刈りと芋掘りの農業体験を行いました。


