
１日 (土)

  ２日 (日) 　　　年始休館

  ３日 (月）

  ４日 (火)

  ５日 (水) 男愉～会

  ６日 (木) 書道教室

  ７日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

  ８日 (土) 米谷新春のつどい

  ９日 (日)

10日 (月）

11日 (火) 公民館講座　書道教室

12日 (水)

13日 (木) 書道教室

14日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

15日 (土) うたごえサークル

16日 (日) 詩吟の会

17日 (月） シニアカラオケ

18日 (火) 男愉～会　米谷レクダンス愛好会

19日 (水) 文化委員会

20日 (木) 書道教室

21日 (金) 囲碁クラブ　公民館講座　あばせ

22日 (土) うたごえサークル

23日 (日) 詩吟の会

24日 (月） 健康ダンス

25日 (火)

26日 (水)

27日 (木) 書道教室

28日 (金) 囲碁クラブ　大正琴　あばせ

29日 (土) うたごえサークル

30日 (日) 詩吟の会

31日 (月）
Q3は東大ナゾトレより引用

ﾋﾝﾄ：□に入るのは、漢字１文字の読み方です。

（１２月２０日までの受付分）

１２月の地域づくり・公民館事業報告 その１

（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１８日(土)、第２回学習会を開

催しました。今回は演芸鑑賞として宮野

浅太郎一座をお招きしました。運営委員

会の皆様のご協力のもと、感染対策を

行っての開催となりましたが、たくさん

の参加を頂き、拍手喝さいで終えること

ができました。第３回学習会も開催予定

ですので、ぜひご参加ください。

主催：米谷地域づくり産業観光委員会

１２月１１日(土)、１５日(水)、２６日(日)の３日間に

わたり、市内で結婚相談所を開いている阿部めぐみ先生を

お招きし、結婚についてのお悩み相談会を開催しました。

この事業は米谷の独身の若者を少しでも減らし、将来の空

き家を作らない事を目的として開催しました。

結婚以外にも恋愛や未婚のお子さんについての相談、人

気の婚活占いも行って頂きました。相談に訪れた方々は参

考になるアドバイスをもらった様子でした。

１２年１４日(火)・２１日(火)の２日間

にわたり、米谷こども園会場に運動と遊ぶ

ことを組み合わせた運動遊びの会を開催し

ました。今回はコロナ感染対策の関係でこ

ども園の園児のみの参加となりました。園

児たちは寒さにも負けずに大はしゃぎで鬼

ごっこやリレーを楽しんでいました。

昭和３２年当時、登米高校の荒川匡君が自宅裏、米谷

工業高校への坂道の崖に露出する錦織層上部層の黒色

砂質頁岩から多くの植物化石を発見した。登米高校の

上田房雄教諭がこの化石を詳しく調査され、日本では

珍しいソテツシダ類の化石であることがわかり、東北

大学の浅間一男教授が米谷植物群としてまとめられ、

二畳紀当時の大陸分布や植物の進化を知る貴重な資料

となっている(東和町史より)。この化石４点が東京上

野の国立科学博物館に展示されてあります。

Q１ まいやんこの前、米谷公民館の図書室

｢ハッピールーム｣で本を読んでたんだ。本が

たくさんあって選ぶのに迷っちゃうよ。公民

館の図書室には何冊くらい本があるのかな？

A、約１０００冊 B、約１５００冊

Ｃ、約３０００冊 D、約５０００冊

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こっそり走り

回ったんだ。ホールは広いくていいよね。あ

のホール、壁伝いに１周するとどれくらいの

距離があるのかな？

A、 約６０メートル

B、 約１１０メートル

C、 約１５０メートル

D、 約１９０メートル

Q３ 次の１・２・３・４・５が表す言葉はなに？

1月
睦月

〔発行〕令和４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）
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〔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。

主催：米谷公民館 共催：米谷こども園

東京国立科学博物館の化石

１０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

１ ２ ３ ４ ５

ジャンプするよ～！

ビブスも遊び道具！

よっ！浅太郎！

よっ！小太郎君！！



　
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

小野寺先生

椅子に座ったままのストレッチ

まいやんクイズ 答え Q1、C Q2、B Q3、ぼくじょう(牧場)

１月の開館日は

12日(水)、27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。

★

★

１2月の地域づくり・公民館事業報告 その２

米谷公民館：12月29日(水）～1月3日(月）

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

年 末 年 始 休 館 の お 知 ら せ

【日 時】 令和４年１月８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４年1月２０日(木)

〃 1月２７日(木)

〃 2月 ３日(木)

午前８時３０分出発 昼１２時１５分 帰着予定

【参加費】 １回３００円（その都度集金いたします）

【会 場】 石巻市 プレナミヤギ

【募集人数】１５名程度

【受 付】 令和４年１月４日(火)～１月１７日(月)

１１月２９日(月)、１２月１３日(月)

の２日間にわたり、椅子に座りながらで

きる筋トレやストレッチ、ウォーキング

などを行いました。コロナ禍でなかなか

外に出掛ける機会が減りがちです。運動

不足の身体でも室内で簡単にできるト

レーニングとあって、たくさんの皆さん

にご参加いただきました。

主催：米谷公民館

主催：米谷公民館

１２月１４日(火)、公民館で活動をしてい

る絵手紙サークルの皆さんのご協力のもと、

絵手紙講座を開催しました。学生の時以来絵

筆を持ったことがない参加者がほとんどでし

たが、佐藤勝彦先生のご指導でとても味のあ

る絵手紙が仕上がった様子でした。

１２月１６日(木)、クリスマスをイ

メージしたフラワーアレンジメントを作

りました。指導にあたった北流園芸の小

野寺俊先生の見本をもとに、参加者の皆

さんが思い思いに花を生けました。とて

も有意義な教室となりました。

【日 時】 令和４年1月２２日(土)

午前７時００分出発 午後５時００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４年１月７日(金)

※申込詳細はチラシをご覧ください。

【日 時】 令和４年1月１１日(火) ・ ２１日(金)

午前1時３０分～午後３時３０分ころまで

【参加費】 ５００円

【会 場】 米谷公民館

【講 師】 鈴木照子さん＆素敵なキルトさん

【募集人数】１５名程度 ※定員になり次第〆切

※公民館に見本あります。

佐藤先生

東 先生

描いてる時は全集中！

お花はいいわね～


