公民館だより

こんにちは！
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公民館の利用について

新型コロナウイルス感染拡
大に伴う、緊急事態宣言が解
除され、様々な規制が緩和さ
れています。公民館をご利用
の際は、引き続き感染対策を
行いながらの利用をお願いし
ます。健康を維持するために、
気をつけながら徐々に運動す
ることも推奨されています。
特に、次のポイントに注意
しましょう。
①事前に参加者の把握ができ
ないイベントは控えましょ
う。
②「３密」を避け、マスクの
着用、手指の消毒、こまめ
に換気をしましょう。
③大人 数 で の 飲 食 は 控 え ま
しょう。

子ども会育成会事業

令和２年７月１日号

〜ぽっぽ組プレゼント大作戦〜

町の中学・高校生が活動し
ているジュニア・リーダーズ
サークルぽっぽ組では、新型
コロナウイルスの影響で例年
どおりの活動ができないため、
自分たちに今できる活動をし
ています。子どもたちを元気
づけようと、町の「源流ポッ
チョン」柄の布を注文し、自
宅でマスク制作をしました。
６月 日に、サークルを代表
して永倉さくらさんと佐藤大
丈夫さんが小学校へ行き、マ
スクをプレゼントしました。
ぽっぽ組も、感染防止対策を
取りながら、徐々に活動を再
開していきます。

⑨

手作りマスクをプレゼント
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公民館成人講座

５月 日、活性化センター
を会場に、マスク作り講座を
開催しました。県内でもいち
早く授業を再開した、小中学
校の子どもたちを応援しよう
と、町内から 名集まりまし
た。講師は、結いの手プロ
ジェクトの皆さんにお願いし、
短期間での制作にご協力いた
だきました。
６月４日に、小中学校を訪
問し、代表の小関洋子さんか
ら子どもたちへ手渡しました。
子どもたちは、可愛らしい柄
が気に入ったようで、喜んで
マスクをつけていました。
28

19

豊齢者大学受講生募集

１００歳を目指し、元気に
過ごすことをテーマに楽しい
学習会を開催します。今年度
は、新型コロナウイルス感染
症対策のため、開催を見合わ
せていましたが、受講生の募
集を行い、人数を把握したう
えで８月下旬頃から順次活動
の再開を目指しています。
豊かに暮らすため、学び合
いの場へ参加してみませんか。
クラブ活動も、人数を考慮
して実施を検討していきます
ので、ぜひお申込みください。
詳しくは、チラシをご覧く
ださい。
●申込期限
７月
日
（木）
まで公民館に

お申し込みください。
●クラブ
①ディスコンクラブ
②園芸クラブ
③１・２・３クラブ
（お散歩）
●今後の流れ
受講
 生の人数を把握し、会
場や日程を決定し、参加申
込みされた方にお知らせし
ます。
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石田

地域

ひろやす

浩康 隊員

おこし
協力隊

こんにちは。地域おこし協力隊の石田です。３回目の登場です。協力
隊も今年で２年目になり、七ヶ宿の生活もだいぶ慣れてきた気がします。
昨年度は無限陶房で活動をしつつ、みやぎふるさとCM大賞のお手伝いも
し た り、ORADAZU（ お
です
らだず）の雛まつりのポスター
を作ったりと町の仕事もできて充
実した１年でした。今年度は工房に新しく協
力隊が２人配属されたので、工房内に新たな
活気を感じます。
新型コロナウイルスの影響でなかなか町
外での販売は難しいですが、七ヶ宿焼を通し
て七ヶ宿町を知ってもらえるような商品や
活動を考えていきたいです。６月下旬には、
登り窯を焚いたので、工房に新しい商品が並
んでいます。
ぜひ、道の駅隣の無限陶房へお立ち寄りく
ださい。
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Farewell

さようなら

July marks the end of my first year living in
Japan and the end of my stay as a resident
and an ALT in Shichikashuku. This past year
has gone by really fast. It’s a little bittersweet
knowing that my time here is coming to an end. I’
d like to thank everyone for the great memories
and experiences for the past year and to the
town for giving me the opportunity to be part of
their community, it’s been a pleasure.

７月で来日後、丸1年となり、七ヶ宿町でＡ
ＬＴとしての生活は最後となります。この１年
は本当に早く過ぎ去りました。ここで過ごす時
間が終わりを迎えるのは少しさみしいです。こ
の１年で得た素晴らしい思い出、経験と町の町
民の一員となる機会を与えてくれたことに感謝
します。とても嬉しいことでした。
私が去年の７月に初めてここに来たとき、特
にロサンゼルスのような大都市から山の中の小
さな町に移り住むという大きな変化に少し心配
していました。しかし、時が経つにつれて、私
はここでの生活を楽しむようになりました。８
月からは気仙沼市でALTとして英語を教えま
す。七ヶ宿町からは遠いですが、また訪れる予
定です！さようなら、七ヶ宿町。

When I first arrived here last July, I was a bit
anxious about the huge change I would be
undertaking, specifically moving from a big
city like Los Angeles, California to living in a
small town in the mountains. As the months
passed by, however, I started to enjoy living
here through the friendships I made. I will
be continuing to teach English as an ALT in
Kesennuma city in August. Although it is very
far away from Shichikashuku, I do plan on
visiting again! Goodbye, Shichikashuku.
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