
１日 (月）

  ２日 (火) 雀愉～会　レクダンス愛好会　

  ３日 (水) 米谷こども園　

  ４日 (木) 書道教室

  ５日 (金) うたごえサークル　囲碁　あばせ　商工会米谷部会

  ６日 (土)

  ７日 (日) 詩吟の会

  ８日 (月） 市民運動会実行委員会

  ９日 (火) フラ・アロハ・マハナ　地域づくり役員会

10日 (水)

11日 (木)

12日 (金) うたごえサークル　大正琴　囲碁

13日 (土)

14日 (日)

15日 (月）

16日 (火) 雀愉～会　

17日 (水)

18日 (木) 書道教室

19日 (金) 囲碁　あばせ

20日 (土)

21日 (日) 詩吟の会

22日 (月）

23日 (火) フラ・アロハ・マハナ

24日 (水) 公民館女性講座

25日 (木) 地域づくり防災講座　男の料理教室

26日 (金) 囲碁　大正琴　あばせ

27日 (土)

28日 (日) 詩吟の会

29日 (月）

30日 (火)

31日 (水)

（７月２５日までの受付分）

７月１５日(金)、米谷小学校で「水辺の安全教

室」を開催しました。今年は雨天のため体育館で

の開催となり、全児童を対象に中田Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンターの方に講話を行っていただきました。

水辺に潜む危険や、溺れた人を助ける場合の安

全な方法、ライフジャケットの正しい装着の仕方

や身近にあるものを浮き輪代わりにする方法など、

もしもの時にどうすれば助かるか、色々な方法を

学びました。

８月の地域づくり・公民館事業報告

〔発行〕令和４年８月１日（８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。

（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。

米谷公民館「少年教育事業」

Q１ 米谷の市民運動会、今年開催したら９１

回ってすごい回数だよね！種目で障害物競走

があったけど、第４走者がパン食いに挑戦して

たよね？あのパンって何パンだったかみんな

知ってる？？

A、みんな大好き、クリームパン

B、ホーホケキョな、うぐいすパン

Ｃ、みんなのヒーロー、アンパン

Ｄ、渦巻きが凄い、チョココロネ

Q２ まいやんこの前、不老仙館を探検したん

だ！立派な部屋がいっぱいあったよ。あれ？部

屋はいっぱいあったけど、増築される前の座敷

の間は何部屋あったかな？

A、６部屋 B、４部屋

C、８部屋 D、１０部屋

Q３ ？ に入る言葉は何？

「 ① ＋ 休み 」 ＝ 就寝

「 ① ＋ 疲れ 」 ＝ いたわり

「 ① ＋ ② ③ ○ 」 ＝ 帰宅

③ ②゛ ① ＝ ？

ヒント かっこの中の漢字をひらがなにすると

わかりやすいかも・・・

７日 立 秋

６日 広島原爆の日

９日 長崎原爆の日

１１日 山の日

１５日 終戦記念日

１３～１６日 お盆

平和

２３日 処 暑

ライフジャケットを着てみよう！

低学年クラスも積極的！

米谷｢時々｣歳時記

米谷公民館だよりでは、米谷｢時々｣歳時記の掲

載記事を募集しています。掲載条件の概要として、

１,米谷地区の団体であること。

２,記事の内容が個人ではないこと。

３,掲載する写真等が、白黒でもよいこと。

４,写真が公民館だよりに掲載されてもよいこと。

５,非営利の内容であること。

これらの了承いただいた上で、情報提供をいただ

ければ、公民館職員が取材に伺います。

まいやんクイズの答え Ｑ１：Ｃ、 Ｑ２：Ｃ

Ｑ３：えがお（笑顔）

６月26日(日)、恒例の登山教室を福島県にある日本

百名山の一つ安達太良山で開催しました。この日は

天候にも恵まれ、無事登頂に成功しました。10月に

は栗駒山登山を予定しておりますので、ぜひご参加

ください。

７月11日(月)、東松島市の矢本海浜緑地でノ

ルディックウォーキング教室を開催しました。

この日は日差しも少なく、時折風も吹いて絶

好のウォーキングコンディション。約４キロ

を歩きました。

おなじみ、中田Ｂ＆Ｇ海洋センター

本宮所長さん

東大ナゾトレより引用

A、米谷公民館の冷房は原則利用申請時に申請書に記載

欄があるので必要に応じて記入して申請をお願いしま

す。また、職員がいる時間帯の利用であれば、その都

度ご相談いただければ冷房の使用は可能ですが、夜間

や休日での使用では、事前の利用申込が無い場合、冷

房は使用できません。暖房同様、事務室での集中制御

を行っているため、利用申請が無い場合、すべてロッ

クがかかっています。特に夏季期間中は熱中症などの

可能性がありますので、冷房が必要と思われる場合は

事前にお申し出ください。

Q１,まだまだ暑い日が続きそうだけど、米谷公民館

の冷房を使う時はどうすればいいの？？



　

米谷公民館はお盆期間中も休まず開館しております。

御用の方はお気軽にご来館ください。

また、ホール、研修室等のご利用希望の場合は空き

状況をご確認の上、利用申請をお願いいたします。

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

災害時に備えて、地域防災について一緒

に準備しましょう！

万が一はいつやってくるかわかりません。

もう一度確認をしてみませんか？

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

８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。

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

令和４年度第９１回米谷地区市民運動会を、

来たる９月１１日(日)に開催予定としています（７

月２５日現在）。コロナ禍での開催となりますの

で、全国的、宮城県内、登米市内での感染状況

等を考慮し、感染対策を含め準備を進めており

ます。

また今大会から右記の事項が大きく変更とな

りましたので、ご留意頂きたく思います。

主催：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

令和４年度 第９１回

米谷地区市民運動会

変更点
〇大会を正午前後で終了し、午後１時には全撤収する

〇種目は８種目とする

〇新種目の設定

〇選手の出場条件が満たせなかった場合の新しい措置

〇感染予防を考慮した大会運営

詳細は大会事務局（米谷公民館）までお問い合わせ下さ

い。

日 時・・・令和４年８月７日(日)午前９時～正午頃

場 所･･･ 北上川（米谷公民館集合）

錦桜橋～長谷山艇庫まで

参加費･･･無 料

申 込・・・８月５日(金) 正午までご連絡願います。

米谷公民館「自然交流事業」
延期に合わせて参加者も募集します！

参加対象・・・米谷地区在住・勤務の方、年齢不問

※小学４年生以上であればお子さんだけでの

参加もできます。

使用する乗り物

カヌー（シングル）、カヌー（ペア）、ローボート北上川増水のため

３回コースで開催いたします。

内容：①ねりきり※こちらは終了

②飾り巻きずし

③デコもち

【日 時】 ①令和４年７月２８日(木)※こちらは終了

② 〃 ８月２４日(水)

③ 〃 ９月２７日(火)

いずれも午前１０時～正午

【参加費】 ②③いずれも一人１，０００円

【会 場】 米谷公民館

【定 員】 各２０名程度

【持ち物】 エプロン、三角巾（マスク着用必須）

４回コースで開催いたします。

【日 時】 ①令和４年８月２５日(木)

② 〃 ９月２２日(木)

③ 〃 10月２７日(木)

④ 〃 11月２４日(木)

いずれも午後６時～午後８時

【参加費】 一人５００円～１，０００円

（献立により変更あり）

【会 場】 米谷公民館

【定 員】 先着９名

米谷地区在住・勤務の男性

【持ち物】 エプロン、三角巾（マスク着用）

米１合

延期のお知らせ


