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発行日　　令和　３年　４月　１日

発行所　　大 戸 公 民 館

発行人　　館 長　杉　原　卓　也　

電　話    ０２４２－９２－２３７３

ＦＡＸ    ０２４２－９２－３４４９

世帯数・・・・・　６６６世帯
人　口・・・・・１，４００人
おとこ・・・・・　　６５２人
おんな・・・・・　　７４８人
（令和　３年 ３月 １日現在）
※住民基本台帳の人口です。

大戸公民館　
市民センター 異　動　先

課長 杉原　卓也 企業立地課

主査 土沼　英幸 河東支所
住民福祉課

大戸小学校 異　動　先

校長 二瓶　悦子
退職
( 下郷町立旭
田小学校 )

教諭 渡部　朋恵 会津坂下町立
坂下南小学校

教諭 武田　沙耶 三春町立岩江
小学校

講師 遠藤　浩司 喜多方市立加
納小学校

講師 町田美恵子 退　職

大戸中学校

校長 長澤　潤 二本松市教育
委員会

教諭 渡邊より子
会津若松市立
行仁小学校
（再任用）

教諭 只木　卓爾 喜多方市立
第一中学校

教諭 橋本　祐子 須賀川市立
第三中学校

養護
教諭 三浦ひろみ 退　職

非常勤
時間
講師

山田　賢一 退　職

非常勤
時間
講師

仙波　優哉
退職
山都町立山都
中学校（講師）

非常勤
時間
講師

荒川　純子 退　職

◆転任・退職           ◆着任       
大戸公民館　
市民センター 異　動　元

館長 吉川加代子 学校教育課

主査 根本　一幸 会計管理者
（再任用）

大戸小学校 異　動　元

校長 遠藤　　淳 郡山市立安積
第一小学校

教諭 緑川　利加 下郷町立旭田
小学校

教諭 小林　和俊
金山町立金山
小学校
（再任用）

講師 山下　将貴 会津若松市立
門田小学校

大戸中学校

校長 津田　直子 福島県教育庁
文化課

教諭 吉田ひとみ
会津若松市立
荒舘小学校
( 再任用）

教諭 大川原奈央 新採用

養護
教諭 髙木美葉子 大熊町立大熊

中学校

講師 須田　夏子 新採用

非常勤
時間
講師

白井　友美 新採用

非常勤
時間
講師

酒井　賢一 磐梯町立磐梯
中学校

大戸岳
　（ E-mail  161063 ＠ tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp ）

令和３年４月号

『地域学校協働本部事業』にご協力を!

★ 転任・退職される皆さまには、こ
れまで大変お世話になりました。あ
りがとうございました。
　　これから着任される皆さま、どう
ぞ、よろしくお願い申し上げます。

※ 今回、お知らせできない異動の
方については、５月号にてお知ら
せいたします。

　大戸公民館で活動している団体に加入し、新た
な体験を通じた仲間づくりや自ら楽しく心豊かに
学び、趣味や特技を広げませんか。生きがいを感
じ、充実した人生を送ることにもつながります。
　大戸公民館では、スポーツ吹矢・レクダンス
フットサル・卓球・絵手紙・パソコンなどのサークルが利用団体として
登録されています。各サークルの活動内容参加条件、活動見学など
詳細については、大戸公民館までお問合せください。
　皆さんの積極的な参加をお待ちしています。

　◆問合せ先：大戸公民館 ９２－２３７３

大戸地区人事異動のお知らせ

　
　『地域学校協働本部事業』は、地域
と学校が相互に連携・協働し、学校
を核とした地域づくりにより、自立した
地域社会基盤の構築・活性化を図る
ことを目的として行うもので、大戸地
区も平成３０年度から実施しております。
　本年度も、小学校の放課後に、子
どもたちにスポーツや文化活動、学
習の場等を提供する「放課後子ども
教室」や、小中学校の要望をもとに、
花壇の整理、遠足の見守りなどを、
地域の方々のご協力をいただきなが
ら実施する「学校支援」を予定してい
ます。
　学校支援のボランティアの募集は随時行いますので、子どもたちとの
活動に興味があり、お手伝いいただける方は大戸公民館までお問い合
わせください。詳しくは、館報と同時にお配りする回覧をご覧ください。
（大戸地域学校協働本部　事務局　大戸公民館 92-2373 ）　

　

　大戸公民館や會津稽古堂・各地区公民館では、各講座の受講生
を募集しています。
　申込方法は、
①「はがき」か「封書」
②FAX （送信後は公民館に確認の電話をしてください。）
③直接各公民館へ来館してください。
電話での受付はいたしません。なお、応募多数の時は
抽選となる場合もあります。

　・　申込の締め切りは、４月１５日（月）の消印有効です。
　・　申込書は１講座につき各１枚作成し応募して下さい。
 
 　　　　　　　　　　　　【大戸公民館主催事業】
〇わらべ塾
　・募集定員　１５名程度　・期間　５月～１２月　７回
　・対象　１年生～６年生（小学３年以下は保護者同伴）
　・費用　運営費１，０００円

〇おいしく食育料理教室
　・募集定員　６名　・期間　６月～１１月　６回
　・対象　成人
　・費用　運営費４，０００円（材料代含む）、移動学習時は実費負担
　　あり　

〇通信俳句講座
　・募集定員　２０名　・期間　６月～１２月　添削指導７回
　・対象　成人
　・費用　運営費５，０００円

〇生きがい講座
　・募集定員　３０名　・期間　５月～１２月　８回
　・対象　６０歳以上
　・費用　運営費１，０００円、他に材料費など実費負担あり

〇大戸おもしろ会（旧やろっこめろっこ会）
　・募集定員　１５名　・期間　４月～３月　１２回
　・対象　成人
　・費用　材料費など実費負担あり

〇介護予防講座
　・募集定員　２０名　・期間　４月～３月　１２回
　・成人
　・費用　材料費など実費負担あり

■ご連絡
　コロナウィルス感染防止のため、公民館の講座を、中止または延
期する場合がございます。　その場合は、講座等へ参加登録いただ
いた方に、その都度、個別にご連絡させていただきますので、ご了
承のほどよろしくお願いします。

<公民館主催事業募集>

在任 1 年間で、コロナ禍によるイベントや公民館事業の自粛により、地
域との交流が少なかったのが残念でした。
　あらためて参加してくれる方がいて、初めて公民館活動が成り立つこ
とを認識したところです。しかし、地域の方にはさまざまお世話になり、
大戸のひとや自然の良さを感じられた 1年間でもありました。ありがとう
ございました。
　　　　　　　　    大戸市民センター　　　土沼英幸　　　　　　　　　　　　　　 

　この度の人事異動により、企業立地課に異動することとなりまし
た。大戸を離れるにあたり、３年前公民館に赴任したとき、日１日と
移り変わる里山景観の美しさに感動したことが思い出されます。大
戸の自然の素晴らしさ、山の幸の美味しさ、そして何より、地域の皆
様のやさしさとあたたかさに触れ、大戸を離れがたい気持ちでいっ
ぱいです。敬老会や文化祭、講座や地域の催し等をとおして、皆様
と過ごさせていただいた時間は忘れられない思い出です。皆様に
は、３年間本当にお世話になりました。これまでのご厚情に心より御
礼申し上げます。ありがとうございました。　

                          大戸公民館　杉原卓也



　　　　　　生涯学習カレンダー  ４月　 3月 20日現在

※ この予定は、 3月 20日現在です。変更等の場合がありますので、
　  各団体にお問い合せ願います。太字は、公民館主催事業です。

おたっしゃたより（第３包括）

 大戸小学校・大戸中学校の入学式について

　大戸地区より、無火災、無災害になるように頑張ります。

◇地区のお知らせ◇

会津若松市若松第３地域包括支援センター　℡３８‐３０９０

新年度消防団第 12分団紹介

第１２分団役員

役職名 氏　名

分団長 古俣　厚弘

副分団長 二瓶　孝夫

部　長 大竹　健司

副部長 遠藤　善隆

　副部長 芳賀　恒夫

　副部長 渡部　建光

地　区 氏　名 地　区 氏　名

石　村 遠藤　浩 上小塩 室井　勇

下雨屋 遠藤　聡 芦ノ牧 芳賀健太郎

上雨屋
佐藤　貴弘

舟　子 渡部　高之

宮　内 桑　原 鹿目　　貴

南　原 白岩　剛 闇　川 三星　利隆

香　塩 穴澤　勉 黒　森 小山　和大

大豆田 穴澤　儀一 小　谷 鈴木　雄作

各地区班長

地　区 氏　名

班長 芳賀健太郎

機関
班長

五十嵐　亨
芳賀　清司

機関員 芳賀　廣幸

機関員 芳賀　健司

香塩班

　住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
○３つの習慣
　①寝たばこは、絶対やめる
　②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
　③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
○４つの対策
　①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災報知機を設置する。
　②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
　③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
　④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

３つの習慣
４つの対策

地　区 氏　名

班長 穴澤　勉

機関
班長

小澤　信一
遠藤　孝志

機関員 香坂　敏也

機関員 遠藤　浩司

芦ノ牧班

※ 　第 12分団では消防団員を募集しています。
　　一緒に活動してみませんか。
　　地区班長までご連絡ください。

　４月6日（火）に予定しております大戸小学校ならびに大戸中学校の入学式
でありますが、新型コロナウイルス感染症の本市における発生状況から、児
童生徒の健康・安全を第一に考え卒業式同様、入学式の際の来賓参加を見
合わせるとの通知が市教育委員会からあり、来賓の方々には過日文書でお
知らせしたところです。誠に残念でありますが、入学式も保護者のみの参加
となりますので、なにとぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大戸小学校・大戸中学校

会津若松市大戸公民館ホームページ
   https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007081001115/

日 曜 公民館・学校・団体等行事予定 六曜・暦

1 木 スポーツウエルネス吹矢クラブ 先負

2 金 大戸地区環境美化推進協議会 仏滅

3 土 体連卓球 大安

4 日 赤口　下弦

5 月 先勝

6 火
大戸地区民生児童委員協議会、レクダン
ス、小学校、中学校（着任式、第１学期始
業式、入学式）

友引

7 水
大戸町区長会、小学校（発育測定、視力測
定～ 8日、移動図書館）、中学校（生徒会
オリエンテーション、指導集会）

先負

8 木

スポーツウエルネス吹矢クラブ、大戸パソコン
クラブ、小学校（児童会活動①、清掃班全体
会議）、中学校（生徒会専門委員会、部活動
部会、 PTA仮委員会）

仏滅

9 金
介護予防講座、赤十字奉仕団大戸分団、
小学校（聴力検査 1.2.3.5年生、避難訓練）

大安

10 土 生け花クラブ、体連卓球 赤口

11 日 先勝

12 月
小学校（全校朝会、 1学年給食開始、地区
子ども会（指導後下校））、中学校（朝の会）

先負

13 火
レクダンス、小学校（１年生を迎える会）、中学
校（春の交通安全教室）

仏滅

14 水
小学校（みどりの少年団少年団結団式、移
動図書館）、中学校（知能検査）

大安

15 木 小学校（交通安全教室） 赤口

16 金
赤十字奉仕団大戸分団、べっぴん 3B 、小
学校（心電図検査 8 ： 40～1.4年、短縮４
校時）、中学校（心電図検査）

先勝

17 土

体連卓球、小学校（授業参観日、学級懇談

会、 PTA総会、各種専門委員会、常任委

員会、役員会）、中学校（授業参観、 PTA

総会、学年保護者会）

友引

18 日 先負

19 月
大戸おもしろ会（旧やろっこめろっこ会）、小学
校、中学校（繰替休業日）

仏滅

20 火 レクダンス 大安　上弦

21 水
小学校（ふくしま学力調査（ 4～６年）、中
学校（ふくしま学力調査）

赤口

22 木 先勝

23 金 べっぴん 3B、小学校、中学校（内科検診） 友引

24 土 体連卓球 先負

25 日 仏滅

26 月 小学校（家庭訪問～２８日） 大安

27 火 レクダンス 赤口

28 水 中学校（歯科検診） 先勝

29 木
友引
昭和の日

30 金 小学校（お花見給食会） 先負

　寒さも遠のいて、心が弾む暖かい春を迎えました。
　春は美味しい食べ物がいっぱいで今から楽しみにしています。
家から外へ出れば、日差しをあびた草木が鮮やかでそれを眺めな
がらお散歩したり、畑仕事などをすれば元気になりますよ。あ
と、お花見もいかがでしょうか。大戸の山並みと見事に咲いた桜
を見ながら美味しいお団子や桜餅を食べるのを楽しみにしている
のは私だけでないと思います。
　外出時には、「密」をさけ帰宅時には『手洗い・うがい』を必
ず行ってください。　　　
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