
１日 (水) 地域づくり役員会

  ２日 (木) 書道教室

  ３日 (金) 囲碁クラブ　あばせ　

  ４日 (土) 東和中PTA米谷B区

  ５日 (日) 詩吟の会

  ６日 (月） 囲碁クラブ

  ７日 (火) 雀愉～会　レクダンス

  ８日 (水) 素敵なキルト　ナイトライブラリー

  ９日 (木) 書道教室　

10日 (金) 大正琴　囲碁クラブ　あばせ　

11日 (土)

12日 (日) 詩吟の会

13日 (月） 囲碁クラブ

14日 (火) 絵手紙サークル　米谷地区長生大学　フラ・アロハ

15日 (水) 素敵なキルト

16日 (木) 書道教室

17日 (金) 囲碁クラブ　あばせ

18日 (土)

19日 (日) 詩吟の会

20日 (月） 囲碁クラブ　なんでもおしゃべりCafé

21日 (火) 雀愉～会　レクダンス

22日 (水) ナイトライブラリー

23日 (木)

24日 (金) 大正琴　囲碁クラブ　あばせ　

25日 (土)

26日 (日)

27日 (月） 囲碁クラブ　新小路なでしこの会

28日 (火） フラ・アロハ

答えは公民館だよ

りのどこかにある

ので探してみてね

この度、米谷公民館では公式LINEアカウン

トを開設しました。公民館で開催する事業

や地域づくり事業お知らせします。トーク

から事業への参加申込も受け付けておりま

すので、お気軽にご利用ください。

※トークでの返信は次の時間帯で行います。

平日８:３０～１７:００の間

〔発行〕令和５年２月１日（２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にご協力をお願いします。

２月

14日 聖バレンタインデー

４日 立春

３日 節分

23日 天皇誕生日

11日 建国記念の日

８日 針供養

1９日 雨水

１月の地域づくり事業・公民館事業の報告その１

１月７日（土）、米谷地区の方々が一堂に会し、

情報交換や親交を深める、米谷新春のつどい

が開催されました。また昨年中に各分野で活

躍された方々をお招きし、その功績を米谷地

域を挙げて賞賛しました。

参加人数の制限や時間短縮、感染症対策を

した上での開催となりましたが、米谷地区の新

年の顔合わせも兼ねた会として、有意義な時

間になりました。ご出席いただきました皆様、

まことにありがとうございました。

☆佐藤 心璃愛さん（米谷小学校６年）

第６５回JA共済全国小中学生書道交通安全ポスターコンクー

ル書道半紙の部において全国共済農業協同組合連合会会長

賞金賞を受賞。並びに第４３回JA共済宮城県小中学生書道交

通安全ポスターコンクール書道半紙の部で特賞（日本農業新

聞賞）を受賞、同書道条幅の部でも銀賞を受賞されました。

☆佐藤愛美璃さん（東和中学校 １年生）

第６５回ＪＡ共済全国小中学生書道交通安全ポスターコンクー

ル書道半紙の部において全国共済農業協同組合連合会会長

賞銅賞を受賞、同書道条幅の部でも佳作を受賞。並びに第４３

回ＪＡ共済宮城県小中学生書道交通安全ポスターコンクール

書道条幅の部で特賞（日本農業新聞賞）を受賞、同書道半紙の

部でも金賞を受賞されました。

☆佐々木 那王さん（東北電力） 米谷５区

第４３回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会

男子リカーブで第４位に入賞されました。

☆猪又 輝留さん （東陵高校 ３年生） 米谷７区
第７７回国民体育大会のアーチェリー競技に宮城県代表

として出場されました。

新春のつどい招待者(順不同)

主催：米谷地域づくり自治委員会

アトラクションではマジシャンが登場！

Q１ まいやんこの前、不老仙館でちょっと歴史

の勉強したんだよ！不老仙館は米川から移築さ

れたんだよね。隣にある茶室も移築されたんだ

けど、どこから移築されたかわかるかな？岩手

県のある町らしいんだけど・・・

A、藤沢 B、花泉 Ｃ、平泉 D、千厩

Q２ まいやん、三滝堂のおそばやさんで蕎麦食

べてきたんだよ！おいしかった～！あの「三たて

そばすぎやま」さんの「三たて」に入ってないのは

次のうちどれかな？

A、とれたて B、ひきたて

C、うちたて D、ゆでたて

Q３ ？ が表す言葉は何でしょう？

Q3は東大ナゾトレより引用

ヒント

三角定規のマルの部分が示しているのは…

①②③②＝ ？

（１月２５日までの受付分）

☆佐藤 淳さん（米谷６区長） 米谷６区

令和４年度全国社会福祉大会において共同募金運動奉仕

功労者として、中央共同募金会長表彰を受けられました。

☆秋葉 茂雄さん（民生委員） 米谷１区

令和４年度宮城県文化の日表彰において、民生安定功労

者として宮城県知事表彰を受けられました。

☆佐藤 芳男さん 米谷８区

日本遺族会創立７５周年記念式典において、長年にわたり

遺族の支援を続けてきた功績により、日本遺族会長表彰を

受けられました。

下記ＱＲコードをスキャンしてＬＩＮＥの「友だち追加」をして下さい。

出席された佐々木那王さん（右）と

猪又輝留さん（左）

出席された秋葉茂雄さん（右）と

佐藤芳男さん（左）

（空欄は利用予定なし）

＝

①②③

＝

①②③

ＩＤ：＠０２２ｔｃｗｌｋ



　

【日 時】 令和５年２月１４日(火)

受付開始 ：午後１時００分～

学習会開始：午後１時３０分～

【会 場】 米谷公民館 研修室

【参加費】 無 料

※概ね６０歳以上であればどなたでも参加できますが、事前

の申し込みが必要です。詳細はチラシをご覧ください。

【日 時】 令和５年２月１９日(日)

午前 ９：４５ 開 会

午前１０：００ 試合開始 １２：００終了予定

【会 場】 米谷公民館 ホール

【参加費】 1人 ２００円

（締切日まで公民館までお持ち下さい）

【申込締切】２月１５日(水)
※詳しくは大会チラシをご覧ください。

【日 時】 令和５年２月２０日(月)

午後７：００～午後８：３０

【会 場】 米谷公民館

【参加費】 無料

【参加対象】男女問わず４０代くらいまでの方

（お子さんの同伴可）

新型コロナ感染対策を実施しなが

ら開催します。また冬季スポーツ

教室で体験もできます。

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。

事業内容・公民館利用に関するお問い合わせは米谷公民館まで。

TEL 53‐2006 米谷公民館

２月の開館日は

８日(水)、2２日(水)になります。
夜７時まで図書室の利用時間を延長します。

貸し出し・返却の他、公民館利用申請なども

受け付けています。

★

★

★

★

★

★

１月の地域づくり事業・公民館事業の報告その２

今年もまいやんに年賀状がたくさ

ん届きました！特に米谷小学校のお

友達から個性豊かな年賀状がたくさ

ん届いて、まいやんがとても喜んで

いました。

主催：米谷地域づくり体育委員会・米谷公民館

たくさんの年賀状、

どうもありがとう～！

※まいやんクイズ 答え Q1、D Q2、A Q3、ゆうどう（誘導）

令和４年度 米谷地区長生大学第４回学習会

～「マジックショー」をみんなで楽しもう～

なんでもおしゃべりCafe

寒い日はコタツで「一冊」どうですか？

書 籍 名 作  者 

地図と拳 小川 哲 

編めば編むほどわたしはわたしになっていった 三國 万里子 

ペガサスの記憶 桐島 洋子他 

新！店長がバカすぎて 早見 和真 

田辺聖子のエッセイ 食べるたのしみ 田辺 聖子 

火の航跡 平岩 弓枝 

教誨 柚月 裕子 

仙台育英東北の悲願全国制覇 河北新報報道写真集 

＃真相をお話しします 結城 真一郎 

ハヤブサ消防団 池井戸 潤 

チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子 

おもみいたします あさの あつこ 

鬼人幻燈抄―明治編、大正編、昭和編 中西 モトオ 

汝、星のごとく 凪良  ゆう 

闘え！ミス・パーフェクト 横関 大 

芦屋山手お道具迎賓館 高殿 円 

１０歳のミッション キミを一生ささえる３１の行動 齋藤 孝 

ｉｎｖｅｒｔ＜2＞覗き窓の死角 相沢 紗呼 

みやぎから、 佐藤 健・神木隆之介 

 

まいやんに年賀状、どうもありがとう！

ＩＤ：＠０２２ｔｃｗｌｋ


