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新任職員あいさつ

◇湊公民館
館長 上野 栄一
４月より湊公民館長、湊市民センター所長及び基幹集落センター所長を拝命いたしました。
湊地域発展振興のため微力ながら精励させていただきますので、前任者同様宜しくお願いい
たします。
◇湊市民センター
主任主査 鈴木 充
この 4 月の人事異動で国保年金課から異動してまいりました鈴木 充と申します。皆様のお役
に立てるよう頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

５月の公民館講座のご案内
５月の公民館講座のご案内
☆「よろず湊屋 フラダンス教室」
楽しいだけではなく、美容と健康にも効果があるフラダンスをみんなで学んでいます。
日時：５月１３日（月）及び５月２７日（月） 午前１０時から１１時３０分
講師：田邉麻美さん
田邉麻美さん

☆「読み聞かせタイム」
湊かたりべの会やボランティアの方々が昔語りや読み聞かせを行います。
日時：５月８日（水） 午前１０時から１０時１５分
対象：保育園３歳児以上
田中フミ子さん
担当：田中フミ子さん
日時：５月８日（水） 午後３時１０分から３時５５分
内容：図書委員会への読み聞かせアドバイス
担当：宇賀千恵子さん
２月１３日の田中フミ子さんの保育園
でのかたりべの様子です。

日時：５月１７日（金）午前８時２５分から８時４５分
対象：小学校３年生
阿部エミ子さん
担当：阿部エミ子

本年度の
湊公民館主催事業・まだまだ受付しています
本年度の湊公民館主催事業・まだまだ受付しています
たくさんの皆様のご応募・ご参加をお待ちしています！
事

業

日

程

湊地域交流再発見 ６月１６日（日）
※先着１５名限定

概

要

喜多方・おぐにの郷で、根曲がり竹カゴ編み体
験をします。

湊★わんぱく教室 ６月９日（日）
親子星空観察会、火おこしサバイバルキャンプ、
（新規事業）
～（４回）土・日 魚つかみ大会、スノーシューで動物の足跡さが
し
湊くらしの講座
（旧食育の館）

６月１４日（金）
廃油石鹸づくり、エコでスマートな住まい方、手
～（５回）金曜 前味噌仕込み、バスで買い物ツアー、食育

湊なごみの広場
（旧おとな塾）

６月２４日（月）
鶴太郎美術館と新聞社見学、りんご狩り、酔月
～（９回）月曜 焼の絵付、テーブルマナーなど

湊みのりの大学

６月１１日（火）
今年も楽しく、ためになることがいっぱいです。
～（９回）火曜 白寿会を通じて申し込んでください。

一部の催しは４/１付広報紙「かっこう」にも掲載していますので、ご参考にしてください。
連休中は受付できませんので、５月７日（火）以降に公民館にお越しください。

湊地区地域学校協働本部から
◎放課後子ども教室「みなとっこ１４５５
（いっしょにゴーゴー）」開催
放課後の子どもたちを地域で見守るため、地域の方
が子どもたちと触れ合い、地域のつながりを作ります。
日時：５月１６日（木） 午後２時５５分から３時２５分
対象：湊小学校 1 年生～３年生
（今年度は下学年を対象にさせていただきます。） 昨年９月１３日の魚釣り大会の様子です。
内容（予定）：ニュースポーツ

◎「湊応援隊」湊中学校花壇整備ボランティア募集
湊中学校の花壇をするボランティアを募集しています。地域全体で学校運営を支援する
ためご協力をお願いします。
日時：５月１６日（木） 午前９時から１１時

◎湊中学校環境整備作業のボランティア募集
作業の内容は、湊中学校玄関正面東側の砂利敷きと校舎周辺、校庭、テニスコートの除
草などです。作業着（軍手、長靴、ゴーグル等）、砂利敷き用のスコップ等、草刈り機等をお
持ちください。
日時：６月２日（日） 午前６時３０分から７時２０分

はら笑楽交プロジェクト実行委員会から
◎「カフェはら笑」営業中
いよいよ３シーズン目になった
「カフェはら笑」 が毎週日曜日の午前１１時
から午後３時まで営業しています。
ぜひお出かけください。

湊地区地域活性化協議会から
◎祝 ！ 「ＥＳＴ交通環境大賞」受賞 ！！
市と湊地区地域活性化協議会が、「みなとバス」運行の取組みで大賞の環境大臣賞を受
賞しました。
表彰式は５月１３日（月）に東京 ルポール麹町２階「ロイヤルクリスタル」で「第１２回ＥＳＴ普
及推進フォーラム」において行われます。

５月７日 市議会と市民との意見交換会
「農業と観光の振興を考える
～地域（まち）の課題を解決するために～」
会津若松市議会の主催による市民との意見交換会が開催されます。
どなたでも参加できますのでお気軽にお越しください。
日時：５月７日（火） 午後６時３０分から
場所：湊公民館会議室

手工芸を一緒にできる仲間を募集しています
☆「手工芸（ハンドメイド）教室」
新しく手工芸に興味のある方が集まって、毎月第３水曜日に楽しく手工芸を勉強します。
お誘いあわせてぜひご参加ください。
日時：５月１５日（水） 午前１０時から午後３時００分（お好きな時間においでください）
会場：湊公民館 学習情報相談室
講師：未定
未定
連絡先：直接会場においでください。
直接会場においでください。

若松第五包括支援センターから
◎５月の各地区のふれあい会の開催予定
次の日程で第５包括支援センターにより開催されます。（地区独自の日程を除く。）
地区名

日

時

地区名

日

時

中田

５月 ６日（月）午前９時３０分から

笹山原

５月１０日（金）午前９時３０分から

笹山

５月１３日（月）午前９時３０分から

戸ノ口

５月２３日（木）午前９時３０分から

生涯学習カレンダー ５月
日 曜

公民館関連行事・市の事業

1 水

４月２２日現在

学校･保育園･スポ少関連行事

地域団体関連行事

スポ少「しらはぎカップミニバスケットボール」

2 木
3 金

わんぱく武道

4 土

交通安全協会湊支部第 1 回役員会

5 日

湊区長会定例会

6 月

わんぱく武道

7 火 市議会と市民との意見交換会
8 水 湊しらとり保育園「かたりべ」
湊小読み聞かせ指導

湊小/湊中「小中合同避難訓練」
小中連携第 1 回運営会議

活性化協議会定例会
湊かたりべの会定例会

9 木
民生児童委員協議会定例会
わんぱく武道

10 金
11 土

湊しらとり保育園「保育参観」

「春の全国交通安全運動(～5/20)

12 日

交通安全協会湊支部 第 1 回理事会

13 月 よろず湊屋フラダンス

EST 交通環境大賞 受賞式
ヨガ倶楽部

14 火

わんぱく武道

15 水

湊中「全会津中体連陸上競技大会 活性化協議会事務局戦略会議
あすなろ会／手工芸（ハンドメイド）教室
(～16 日）

16 木 湊応援隊(湊中学校)

放課後子ども教室

秋桜会
さくら会／わんぱく武道

17 金 湊小「読み聞かせタイム（３年）」
18 土
19 日
20 月

湊小「田植え予定」

21 火

湊しらとり保育園「歯科検診」

ヨガ倶楽部／わんぱく武道

22 水
23 木

秋桜会

24 金

交通安全協会 市総会
わんぱく武道

25 土

湊小「運動会」

ＪＡ会津よつば総代会

26 日
27 月 よろず湊屋フラダンス

ヨガ倶楽部

28 火

わんぱく武道

29 水

絵手紙サークル「ジョイ」

30 木 湊地区地域包括ケア会議

白寿会基幹集落センターグランド除草

31 金 湊小「読み聞かせタイム（2 年）」

さくら会／わんぱく武道

