
１日 (木) 書道教室

  ２日 (金) うたごえサークル　囲碁クラブ　あばせ 

  ３日 (土)

  ４日 (日) 詩吟の会

  ５日 (月）

  ６日 (火) 雀愉～会　交通安全協会米谷支部

  ７日 (水) 素敵なキルト

  ８日 (木) 書道教室　交通安全協会米谷支部

  ９日 (金) 東和総合支所　大正琴　囲碁クラブ　あばせ

10日 (土)

11日 (日) 詩吟の会

12日 (月）

13日 (火) 絵手紙　フラ・アロハ・マハナ

14日 (水) ナイト・ライブラリー

15日 (木) 書道教室

16日 (金) うたごえサークル　囲碁クラブ　あばせ 

17日 (土)

18日 (日) 詩吟の会

19日 (月）

20日 (火) 雀愉～会

21日 (水) 文化委員会　素敵なキルト

22日 (木) 書道教室　男の料理教室

23日 (金) 大正琴　囲碁クラブ

24日 (土)

25日 (日)

26日 (月）

27日 (火) そ・えーる登米　公民館女性講座　フラ・アロハ・マハナ　

28日 (水)

29日 (木) ナイト・ライブラリー

30日 (金) 囲碁クラブ　あばせ 

（８月２５日までの受付分）

20日 動物愛護週間

８日 白 露

２３日 秋分の日

８月１９日(金)、米谷の平倉地区(米谷６区)

に建設計画されているバイオマス発電所計画に

ついて、建設反対運動の代表として「登米市の

自然環境を考える会」(代表斎藤政孝)を招き、

計画の現状報告と参加者との意見交換会を開催

しました。現在登米市に対して、市と開発業者

との間で行われている「開発調整会議」の中止

を熊谷市長に要望書として提出していると説明。

開発計画の概要を説明され、意見交換に移る

と参加者のほとんどが、建設反対の意見を述べ

ていました。今後米谷地域づくり推進協議会で

も建設反対を訴えていきます。
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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。

８月２５日(木)、米谷公民館を会場に防災講座を開催

しました。今年も千川原公彦氏(ウェザーハート災害福

祉事務所)をお招きし、｢地域の防災福祉マップ」作り体

験を行いました。この防災福祉マップは災害時または災

害が想定される状況下で、避難などに援助を必要として

いる住人をわかりやすくするためのマップです。今回参

加いただいた皆さんも先生の説明受け、自分たちの地区

へのマップの必要性を感じた様子でした。

自治会で作成を希望する場合は社会福祉協議会東和支

所までお問い合わせください。

東和バイオマス発電所計画の現状報告と意見交換会

（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

１０日 十五夜

もうこんな季節です！

秋の交通安全運動

９月２１日～９月３０日までの１０日間、秋の交通安

全運動が実施されます。特に夕暮れ時など、早め点灯

を心がけ、普段以上に交通安全に心がけましょう。

９月の開館日は

になります。

夜7時まで図書室の利用時間を延長し

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。まいやん

クイズの答え：Q1、C Q2、B

Q3、さしみ（刺身）

★

★

Q１ この前、北上川がすっごい増水していた

ね！まいやんびっくりだよ。でも米谷ではそんな

に雨が降ってなかったと思うんだ。あの水は上流

から流れてくるんだけど、岩手県盛岡市で大雨

が降った場合、米谷の辺りまで流れてくるのにど

れくらいかかるのかな？

A、約３時間 B、約５時間

Ｃ、約１０時間 Ｄ、約１５時間

Q２ この前、公民館講座でまいやんの巻きずし

作ってもらったんだ！すごいでしょ！まいやんの

目の部分はチーズなんだけど、おなかの川の部

分は何でできているでしょうか？

A、青い魚肉ソーセージ

B、青いかまぼこ

C、青いポテトチップス

D、青い海苔

Q３ 同じ数字に同じ文字が入るとき、この？に

入る言葉は何？

１９日 敬老の日

２０～２６日 お彼岸

準備を進めておりました、令和４年度第９１回米谷地区

市民運動会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、米谷地域づくり推進協議会役員会で中止とするこ

とを決定いたしました。

来年度以降、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し

たうえで、開催いたしますので、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(大会長) 秋葉 茂雄

体育委員長(実行委員長) 菅原 昭男

米谷公民館長 斎藤 茂春

今
年
も
無
念
の
決
断

令和４年度

第９１回米谷地区市民運動会

主催：米谷地域づくり推進協議会 交通防災委員会

共催：登米市社会福祉協議会東和支所

中止の決定

米谷地域づくり推進協議会 交通防災委員会

交通安全協会米谷支部が、

重点目標

・子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保

・夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶

・自転車の交通ルール遵守の徹底

・交差点と交差点付近の交通事故防止

１日 防災の日

東大ナゾトレより引用

H＠!FMを通じて交通安全への

呼びかけを行います！

２

３１ ３

２１ ３ ＝？

ヒント：今回はノーヒントです！



　

公民館青年教育事業

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

８月１９日開催の「バイオマス発電計画の現状報告

と意見交換会」で「もっと多くの人から意見や提案をい

ただいた方がよい」という意見がありました。これを受

けまして米谷地域づくり推進協議会では、米谷公民館

に「バイオマス発電所計画への意見箱」を設置し、皆

さんからの意見を募集します。

米谷地域づくり推進協議会では、いただいた意見を

今後の活動の参考とさせていただきます。

米谷公民館に意見箱を設置します。

８月の地域づくり・公民館事業報告・Ⅱ

８月２５日(木)、「男の料理教室」(全４回)を開

催しました。第１回目ということで、参加人数は少

なめでしたが、先生の指導のもと、｢お手軽お赤飯｣

「鶏肉の照り焼き」｢なめこ汁｣を作りました。

９月以降(１１月まで)も続きますので、ご興味の

ある方はぜひお問い合わせください。次回は９月２

２日(木)で、献立はエビチリをメインにした中華料

理になります。

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

【日 時】 ９月１４日(水)

午前９：００～午前１１：００

【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

７月２８日(木)と８月２４日(水)の二日間、米谷

公民館で食べるアート講座(全３回)を開催しました。

７月の講座では和菓子の基礎、ねりきりに挑戦。

餡の色付けから始まり、成形作業や模様付けなどを

行いました。

８月の講座では「まいやん」をデザインした飾り

巻きずしに挑戦。細かい部分も表現されたまいやん

の巻きずしが完成しました。

どちらも華やかかつ、美味しく仕上がりました。

次回は９月２７日(火)、「デコもち」にチャレンジ

します。お楽しみに。

７月２６日(火)、藍の葉を使った生葉

染めに挑戦しました。藍染と違い、草木

染めの手法である生葉染めは、色が柔ら

かく出るのが特徴でした。手ぬぐいやハ

ンカチに輪ゴムなどで「絞り」を入れて

思い思いの模様に染め上がりました。

主催：米谷公民館 ｢見聞を広げよう！｣

【日 時】 ９月２６日(月)

午前８：１５公民館集合

８：３０出発

午後４：１５帰着予定

【参加費】 一人２，０４０円

【定 員】 先着１５名程度

【研修先】 岩手県遠野市 とおの物語の館

伝承園

【日 時】 ９月３０日(金)

午前８：１５公民館集合

８：３０出発

午後４：３０帰着予定

【参加費】 一人１６００円

【定 員】 先着１５名程度

【研修先】 岩手県花巻市 花巻温泉バラ園

ワインシャトー大迫

今回で４回目となる川下り体験教室は、当初７月２４

日に行う予定でしたが、川の増水のため８月７日に延期

としました。普段より若干増水気味ではありましたが、

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。

今回は親子での参加者が多く、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、子どもたちが恒例の川にダイブ！なかなか

経験できない｢北上川で泳ぐ｣を体験しました。また、今

回は新たに｢ＳＵＰ(スタンドアップパドルボード)｣を体

験してもらいました。大人の方はもちろん子どもたちも

挑戦。新しいアクティビティを楽しんでいました。

主催：米谷公民館 自然交流事業

まいやんの飾り巻きずし

華やかなねりきり


