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※住民基本台帳の人口です。

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

令和３年５月号

防犯ﾎﾟｽﾀｰ・標語を募集しています

＜生きがい講座＞
　●開講式
　　○日程：５月10日（木）午前９時００分～　（午前９時～写真撮影）
　　○内容：『朗読で楽しく脳トレ!!』（内容変更有）
　　　　　　　講師：　矢吹　貴美　氏
　　○準備：開講式前に各個人の写真撮影を
　　　　　　　行ないますので、ご準備をお願い
　　　　　　　いたします。

＜通信俳句講座＞
　●開講式
　　○日程：５月１５日（火）午後１時30分 ～
　　○内容：俳句の基礎知識や上達するポイ
　　　　　　　ント等を学びます。
　　　　　　　講師：小林　雪柳　氏（会津俳句連盟会長）　

＜わらべ塾＞
　●開講式
　　○日程：５月1２日（土）午前９時３０分～
　　○レクリエーションで体を動かし、みんなで
　　　　お昼を一緒に食べます。

　　　定員に達していない講座は、現在も受講申込みを受付して
　　おりますので大戸公民館までお問合せください。

　◆問合せ先：大戸公民館 ９２－２３７３

異動職員あいさつ

　ポスター・標語・青パト写真ともに小・中学生の部だけで
はなく、高校生・一般の部もありますので、ご応募ください
ますようお知らせいたします。
　応募のきまりなどは、公民館にある募集のチラシや県防犯
協会連合会のＨＰにてご確認ください。
　・締切り５月24日（月）必着

○担当：会津若松警察署生活安全課生活安全係
　　　　　　　　☎２２－５４５４（内線２６１・２６２）

　４月に大戸公民館長兼大戸市民
センター所長として着任しまし
た。
　着任から１か月が過ぎました
が、日々、大戸地区の自然と歴史
の豊かさ、そして何よりも地域の
皆様の温かさを感じております。
　公民館が地域の交流の場とし
て、地域活動を担う拠点となるよ
う、職員一同、力を合わせて参り
ますので、よろしくお願いいたし
ます。

大戸町区長会総会開催
　                                              
   ４月７日（水）大戸公民館に
おて令和３年度の大戸町区長会
総会が開催されました。
　総会では、令和２年度の事業
報告・決算報告並びに令和３年
度の事業計画・予算について審
議され、全て承認されました。

令和３年度大戸町区長会名簿（敬称略）

地区名 氏　　名 備　考

上小塩 太田　睦美 監　事

芦ノ牧 芳賀　修二 会　長

舟　子 渡部三千雄

桑　原 鹿目　光一 副会長

闇　川 加藤　賢一

黒　森 小山　利光 監　事

小　谷  鈴木　栄喜 　

地区名 氏　　名 備　考

石　村 川島　寛

下雨屋 佐藤　廣行

宮　内 遠藤　仁

上雨屋 二瓶　一廣　 会　計

南　原 小林　健光 副会長

香　塩 二瓶　初夫

大豆田 鹿目　栄

　令和３年３月に小泉高志様が転任し、新しく髙野哲平巡査
部長が会津若松警察署地域課大戸駐在所に着任いたしまし
た。詳しくはお配りします回覧をご覧ください。

☆館長　吉川 加代子　  

職　名 氏　名 所　属

支 部 長 芳賀　修二 区長会

副支部長 小林　秀喜
防犯

パトロール

〃 古俣　厚弘 消防団

常任
理事

香坂　邦男 防犯連絡所

令和３年度防犯協会大戸支部役員（敬称略）

職　名 氏　名 所　属

常任
理事

栗原　正幸 交通安全

会　計 二瓶　一廣 区長会

監　事 太田　睦美 区長会

監　事 芳賀　幸光
民生児童
委員会

よしかわ　かよこ

☆主査　根本　一幸　 
ねもと　かずゆき

　４月１日に着任し１ヶ月が経過し
ましたが、まだまだ落ち着かない
日々であります。

　さて、毎朝通勤で馬越の橋を渡り
大戸公民館に向かって来ると眼前に
雄大な大自然が広がり、あまりの迫
力に圧倒され続けております。
　また４月中旬には桜の花等があち
こちに咲き誇り、草木の緑とのコン
トラストがとても美しく、大いに楽
しませていただきました。
　大戸市民センターに勤務してまだ
僅かな時間ではありますが、住民の
皆さんとの窓口でのやり取りや公民
館事業等で交流をさせていただい
て、直ぐに皆様のやさしさと思いや
りの深さを感じることができまし
た。
　今後、大戸地域の皆様のために少
しでもお役に立てるよう取り組んで
参りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

大戸駐在所異動のお知らせ

新着図書のお知らせ

　新着図書が入りました。図書コーナーへ、ぜひおいでください。

◇会津若松市戊辰 150周年記念誌　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　     
　　　　　　　　　　　　　　　

◇会津若松市市政執行 120周年記念誌　　　　　　　　　　　

◇斗南藩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

◇わが一族　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

◇大戸の昔ばなし　　　　　　　　 　　　　　　　

◇教養として知りたい日本酒

◇家庭で作れるトルコ料理

◇岸本葉子「俳句の学び方」

◇台湾のお弁当　

◇韓国ドラマ食堂

◇マイ・シスター、シリアルキラー　

　　　　　　　　　　　　　　　　

◇小説らくだ　

◇小説牡丹灯篭　　

◇小説西海屋騒動　

　　　　

★上記の他、合計で３０冊の新刊が入りました。

　役員改選に伴い会長に芳賀修二芦牧区長が選出されまし
た。また、大戸町区長会にご尽力された前会長の星憲隆様、
前副会長の佐竹信幸様に感謝状が贈呈されました。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　・会津若松市戊辰 150周年記念事業実行委員会

　　　　　　　　　　　　　・会津若松市

　　　　　　　　　　　　　　　 ・松田修一著　東奥日報社

　　　　　　　　　　　　　　　　　・斗南会津会 /編　・斗南会津会

　　　　　　　　 　　　　　　　・小林兵郎著　歴史春秋出版

　 　　　　　・八木 . ボン .秀峰　 PHP研究所

　　　　　　　　　　　 ・萩野恭子著　河出書房新社

　　　　　　　　　　   ・岸本葉子著　 NHK出版

　　　　　　　　　　　・台湾大好き編集部　誠文堂新光社

　　　　　　　・本田朋美．八田靖史著　イスート．フレス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・オインカン．ブレイスウェイト著　早川書房

　　　　　　　　　　　        　　　       ・並木飛暁著　二見書房

　                ・大橋崇行著 二見書房

　　　　　　　　　　　　　　　　　・谷津矢車著　二見書房



生涯学習カレンダー  ５月　 ４月 20 日現在

※この予定は、４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） 日 曜 公民館・学校・団体等行事予定 六曜・暦

1 土 体連卓球 仏滅

2 日 大安

3 月
赤口
憲法記念日

4 火 レクダンス
先勝　下弦　
みどりの日

5 水
友引　
こどもの日

6 木
大戸まちづくり協議会、大戸スポーツウエ
ルネス吹矢クラブ、小学校（クラブ①）、中
学校（第１回防火診断、生徒会総会）

先負

7 金
介護予防講座、大戸地区民生児童委員協
議会、べっぴん 3B、中学校（家庭訪問①）

仏滅

8 土 生け花クラブ、体連卓球 大安

9 日 門田スキースポーツ少年団 赤口

10 月
社会福祉法人白百合会、小学校（全校朝
会）、中学校（朝の会、家庭訪問②）

先勝

11 火
大戸地区民生児童委員協議会、レクダン
ス、小学校（歯科検診①、児童会活動②）
中学校（家庭訪問③）

友引

12 水
小学校（遠足 1.2年生）、中学校（全会津陸
上競技大会（弁当）～１３日）

仏滅

13 木
大戸スポーツウエルネス吹矢クラブ、小学
校（耳鼻科検診）

大安

14 金
小学校（QUテスト）、中学校（家庭訪問予
備日）

赤口

15 土 わらべ塾（開講式）、体連卓球 先勝

16 日 友引

17 月
大戸おもしろ会、小学校（全校朝会、おは

やし練習）、中学校（校内支援委員会

①、 H-QU、学校生活アンケート）

先負

18 火 俳句講座（開講式）、レクダンス 仏滅

19 水
小学校（田植え5.6年、クラブ②、読み聞か
せ）、中学校（第３回職員会議）

大安

20 木
大戸スポーツウエルネス吹矢クラブ、パソ
コンクラブ、中学校（職員打合せ、避難訓
練、生徒会専門委員会②）

赤口　上弦

21 金
べっぴん 3B 、にゃん旅鉄道写真講座、小
学校（眼科検診、尿検査）、中学校（眼科検
診１３：３０、尿検査 1次）

先勝

22 土
館内清掃、体連卓球、小学校（ＰＴＡ奉仕作
業６：００）

友引

23 日 先負

24 月 小学校（全校朝会、種目説明会） 仏滅

25 火
高齢福祉課、レクダンス、小学校（児童会

活動③）
大安

26 水
小学校（運動会予行）、中学校（職員協議

会③）
赤口

27 木

生きがい講座（開講式）、大戸スポーツウエ

ルネス吹矢クラブ、小学校（全国学力調査

6年）、中学校（全国学力・学習状況調査

（３年）、耳鼻科検診１３：３０）

先勝

28 金
小学校（運動会準備）、中学校（職員打合
せ、プール清掃、英語検定①）

友引

29 土 体連卓球、大戸小学校運動会 先負

30 日 仏滅

31 月 中学校（期末テスト範囲表記付） 大安

◇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

　新年度が始まり、あっという間の５月になりました。例年
に比べて桜の開花が早かったですが、皆さんは花見に行かれ
ましたか？。私は大戸の人なら誰でもご存知の知る人ぞ知
る！！舟子地区にある大川ダム公園駅に行ってまいりまし
た。それは美しく桜色に染まったきれいな桜並木があり、と
ても感動しました。ちょうど茨城県からいらっしゃった観光
客の方と話をしたら、「この場所は、テレビで知った。」と
のことでした。
　その方も、とても感動されていたようで、こんなにいい場
所が知られていないのがもったいないと思ったようです。と
てもうれしい言葉でした。私にとっても大戸町の魅力を知
り、伝えていきたいと思いますのでこれからも地域の皆様に
いろいろ教えていただき、自ら足を運びたいと思っています
ので情報提供をよろしくお願いいたします！！！。
　またこの時の『写真・記事』をホームページに掲載いたし
ますので、皆さんにみていただけるとうれしいです。

【ホームページ閲覧方法】
　『社会福祉法人　会津長寿園」で検索→『地域支援』→
　『Menu』→『地域包括支援blog』で確認できます。

　　５月７日に予定しておりました介護予防講座第 2回の
『吹き矢』教室でありましたがが、『フライングディス
ク』に変更になりましたのでご案内いたします。

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

 　４月６日（火）に大戸小
学校の新入生４人と大戸中
学校の新入生９人の入学式
が行われました。
　地域の来賓の方や生徒・
教職員の皆さんで新入生を
迎える予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症対策
で保護者の出席のみとなり
ましたが桜の開花が例年よ
り早く、入学された皆さん
を祝っているようでした。

大戸の町を美しいまちに

大戸小学校・大戸中学校で入学式

　５月２１日 (水）に大
戸地区環境美化推進協議
会のみなさんが大戸町に
係る農道を石村側と芦牧
側の二手に分かれて道路
に落ちているゴミを大戸
公民館まで集めて回収し
ました。会長の佐竹秀雄
さんはじめ協議会の皆さ
ん、ありがとうございま
した。

介護予防講座の変更について
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