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中里市民センター報

１１月 6 日（土）～7 日（日）の両日、第 41 回中里地区民文
化祭展示部門が開催され、地区内外から 900 人近くの方が
来場され、賑わいました。
安全・安心に開催できるよう感染症予防対策として、受付
において全来場者の方に検温・名簿記入・手指消毒をご協力
いただき、受付終了証として「色付きマスク」を配付し、着用
していただきました。
今年の展示作品も秀作が揃い、屋外展示（風車・案山子）
をはじめ、行政区でのサロンで作成した「フラワーアレンジメ
ント」等、日頃の活動をうかがえる作品も多くありました。
いずれの作品もとても素晴らしく見ごたえがあり、芸術の
街中里を彷彿とさせる展示会と
なりました。
また、うまいもん市では中里で
収穫した新鮮野菜・新米や小中学
生によるカフェなどが出店され、
多くの方が楽しく交流できました。

「線と影」で表現する切り絵の技法を学びます。
〇講 師 大越清吉氏（赤荻在住）
〇開催日 令和 4 年 1 月 11 日・18 日・25 日（火曜）
午前 10 時～12 時 （全 3 回）
〇申込み 12 月 1 日（水）～12 月 24 日（金）
〇対 象 中里地区在住・在勤の方
〇定 員 １０名 ※定員になり次第受付終了
〇受講料 無料
〇持ち物 デザインカッター、カッターマット
中里市民センター 成人教育事業

指で描くパステル画から、感性の豊かさを学びます。
〇講 師 千葉智恵子氏（パステルアートセラピー作家）
〇開催日 令和 4 年１月 15 日・22 日・29 日（土曜）
午前 10 時～12 時（全 3 回）
〇申込み 12 月 1 日（水）～12 月 24 日（金）
〇対 象 中里地区在住・在勤の方
〇定 員 １０名（10 組） ※定員になり次第受付終了
〇受講料 無料
〇教材費 材料代（２千円）
2 人（1 組）での参加の場合追加料金（１千円）
〇持ち物 ウエットティッシュ（手拭き用）
中里市民センター 生涯学習契機促進事業

12/ １ ・中里大学（芸能） １０時～
・100 歳体操 10 時～
12/ ２ ・中里安全マップ作成会議
12/ ４ ・季節の漬物講座 9 時～
12/ ６ ・中里大学（陶芸）１３時３０分～
12/ ７ ・中里大学（健康）9 時 10 分～
移動研修（健康の森）
12/ ８ ・中里大学（歴史） 9 時～
移動研修（石巻市博物館）
・100 歳体操 10 時～
・中里放課後子ども教室１３時～
12/ ９ ・中里放課後子ども教室１３時～
12/10 ・中里放課後子ども教室１３時～
12/１１ ・親子で凧作りに挑戦
12/15 ・100 歳体操 10 時～
12/16 ・中里大学（一般）１０時～
・中里放課後子ども教室１５時～
12/18 ・なかさとぴよぴよクラブ
１０時～
・季節の生け花講座 １４時～
12/20 ・中里大学（音楽）10 時～
・中里放課後子ども教室１３時～
12/21 ・中里大学（筆ペン）10 時～
・中里放課後子ども教室１３時～
12/22 ・100 歳体操 10 時～
・中里放課後子ども教室１３時～
12/23 ・中里放課後子ども教室１５時～
12/29～1/3 年末年始休館
《 中里健康マージャン同好会 》
活動が再開されました。初心者でも安心
して楽しめます。寒くなり、自宅にこもりが
ちになる季節ですが、みんなで健康麻雀を
興じてみてはいかがでしょうか。
問合せは中里市民センターまで。

親子で一緒に楽しめる遊びをとおして親子
の絆を深めます。
〇講 師 久能七重氏
（国際ヨガアカデミー師範）
〇開催日 12 月 18 日（土）
午前 10 時～12 時
〇対 象 中里地区在住の幼児とその保護者
〇定 員 １０組
〇内 容 親子体操・工作・リズムあそび他
〇受講料 無料
〇持ち物 大きめのバスタオル・飲み物
※ 詳しくはホームページをご覧ください

中里まちづくり協議会では、子ども達が安全に
安心して地域内で生活（登下校を含む。）できる環
境を整えるために「安全マップ」を作成していま
す。
１１月１１日（木）に中里小学校ＰＴＡ（会長・民区
会長・厚生部他）、中里まちづくり協議会（会長・第
１プロジェクト、第２プロジェクト）中里地区防犯交
通安全協会が参集し、地域内の子ども１１０番や交
通事故発生箇所、通学路の危険箇所などを情報交
換を行いながらマップに書き込みました。
今後は、この内容を
精査・検証を行い、
完成する予定です。
完成後は、中里小学
校児童・保護者等へ
配布し、地域内の安
全対策に活用して
いきます。
地域内の危険箇所を共有
中里まちづくり協議会 第 1 プロジェクト事業

１１月１８日（木）午後３時から、中里地区防犯交
通安全協会・区長・中里まちづくり協議会第２プロ
ジェクトチーム（２６名）の皆さんが、パステル保育
園前交差点において薄暮時における交通事故防
止運動「ライト早め点灯」をＰＲし、交通安全を呼び
かけました。
天候が良く明るい夕方でしたが、街頭活動に気
付いたドライバーの方々が早めにライトを点灯し
ていました。
日没時刻が早まるこの季節、みなさんも交通事
故防止のために
運転手の方は「早
目のライト点灯」
を、歩行者は「見
つけやすい服装・
反射材の装着等
のご協力をお願
いします。
中里まちづくり協議会第２プロジェクト事業

令和３年１２月２９日（水）から令和４年１月 3 日（月）
までの 6 日間は、年末年始のため、休館となりま
す。
翌年は 1 月 4 日（火）から運営となります。
皆様、よいお年をお迎えください。
令和４年もよろしくお願いいたします

中里放課後子ども教室では、１１月１１日・１８日
に「干し柿作りに挑戦」しました。
指導員さんに手ほどきを受けながら、ピーラー
を使って渋柿２３０個を一つ一つ丁寧にむきまし
た。初めて渋柿の皮をむいた子どもがほとんど
で、「いつになったら食べられるの？」「出来上がっ
たらおばあちゃんにあげたいな」などと出来上が
りを楽しみにしながらベランダに干しました。
１２月は、ロボット作りに挑戦などを計画していま
すので、日程をご確認
いただき、ご参加くだ
さい。

こうやってピーラー使うんだよ

※活動の様子はホームページをご覧ください。
中里まちづくり協議会 第 1 プロジェクト事業

中里まちづくり協議会では、有事の際に地域住
民が安全に安心して避難できるよう中里防災マッ
プを補完する事業に取り組んでおります。
今年度の取組みは、全体の発表会は実施いたし
ませんが、行政区ごとのマップを補完する作業を
行います。詳細については、各行政区長までお問
合せください。
中里まちづくり協議会第２プロジェクト事業

１１月２２日（月）
パステル保育園の
園児から「いつもお
仕事頑張ってくれ
てありがとう」のメ
ッセージカードとお
花をいただきまし
た。

施設予約状況、事業予定の他、
事業の様子がわかる写真や動画も掲載してあり
ます。検索は、一関市中里市民センター公式ホー
ムページまたは、上記 QR コードから検索してく
ださい。

