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※令和元年５月１日住民基本台帳データより

６月の公民館講座のご案内
【再募集】湊くらしの講座
※※※ 第 1 回講師は
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※ ５日(水)〆切

からむし織りの織姫経験者のかたです ※※※

環境に配慮した「ココロ豊かな」エコな生活について、一度立ち止まってみんなで
考えてみませんか。
▽対象…成人
１５名
▽期間…６月～１１月 ５回
金曜日の午後
▽内容…① ６月１４日 エコでスマートな住まい方
② ７月１２日※この日は午前から路線バス乗車で昼食と買い物
③ ８月 ９日 廃油石けん作りで地域の水環境を考える
④ ９月１３日 食育・寒天スィーツ （１０月は稲刈休み）
⑤１１月 ８日 味自慢・手前味噌仕込み
▽費用…材料費等の実費負担あり

【限定４名再募集】 根曲り竹 カゴ編み講習
※ ６月１６日（日）午前９時から午後４時
バスで喜多方雄国へ 参加費 3,500 円 昼食そば付

※ ５日(水)〆切

☆「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：６月１０日（月）及び６月１７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：６月１２日（水）
午前１０時から１０時１５分
対象：保育園３歳児以上
担当：渡部 幸子さん

日時：６月２１日（金）
午前８時２５分から８時４５分
対象：小学校１年生
担当：獨鈷ツネ子さん

新年度の講座が開講します！
☆｢湊地域交流再発見事業」～湊の新たな産物に！根曲り竹 カゴ編み講習～
地域内にも自生する 「根曲り竹」 を活用して、湊の新たな産物づくりにつなげるよう、
今回は市域を越えた地域間交流として、喜多方・おぐに（雄国）の郷を訪ねます。
日時：６月１６日（日） 午前９時 湊公民館集合／ 午後４時 解散予定
費用：講習代：２，５００円 昼食代：１，０００円（おぐにの郷・手打ち蕎麦の昼食会)

☆「湊★わんぱく教室」 日時：６月９日（日） 午後７時３０分から （雨天でも実施）
会場：はら笑楽交 （広場･教室）
内容：「親子星空観察会」（雨天時は映像解説）
☆「湊みのりの大学」

日時：６月１ 1 日（火） 午前１０時から
内容：午前「開講式・館長講話」 午後 「カラダを動かそう（体操)」

☆新規事業「湊くらしの講座」※第 1 回目はからむし織りの織姫経験者のお話です
日時：６月１４日（金） 午後２時から

内容：「エコでスマートな住まい方」

☆新規事業「湊なごみの広場」
日時：６月２４日（月） 午前１０時から

内容：「開講式・館長講話(会津の文化財)」

湊地区地域学校協働本部から
◎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

◎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、地域の大人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：６月６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。）
内容（予定）：「湊町のたから」を見つけよう

◎「湊応援隊」湊小学校ボランティア募集
湊小学校での学校支援ボランティアを募集しています。地域全体で学校運営を応援する
ためご協力をお願いします。
日時：６月１４日（金） 午前９時から１１時

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」
５月から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て
います。お誘いあわせてぜひご参加ください。
日時：６月１９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
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。

みんなと湊まちづくりネットワークから
◎「湊地区地域活性化協議会」が新たに
「みんなと湊まちづくりネットワーク」として設立されました！
「みんなと湊まちづくりネットワーク」として設立されました！
去る４月２４日に「協議会」は「みんなと湊まちづくりネットワーク」として設立式典が執り行わ
れました。小檜山会長のあいさつに続いて、室井市長、目黒議長及び武藤市社会福祉協議
会会長の祝辞をいただき、坂内生活福祉部会長の設立経過、事業説明と古川民生委員に
より設立宣言が行われました。
新しい名称のもとでさらに地域発展に向けて新たな事業に取り組んで行きます。

◎６月１６日 SANABURI （さなぶり）フェスティバル

※ 湊町に劇団

今年も「SANABURI （さなぶり）フェスティバル」が開催されます。
がやってくる !!
内容：劇団 風の子公演「ぱらりっとせ」
・むかしあそび
見にきてください！
・わらべうた ・お手玉・まりつき・なわとび
子どもたち お父さん お母さん
・竹馬･風車・かさ回し
・郡上おどり
おじいちゃん おばあちゃん
・ぎふの民話「はなさか こぞう」
日時：６月１６日（日） 午後１２時３０分：開場 １時：開演 ２時：終演
場所：基幹集落センター

◎青空湊産農産物直売所オープン
今年も「青空湊産農産物直売所」がオープンします。９ 月２９日までの毎週土曜日・日曜日
と８月１１日（山の日：サギソウ展開催日）の営業を予定しています。
あわせて併設されている「湊茶屋」がオープンします。
メニュー：『豆腐もち』『野菜たっぷりカレー』『豆腐もちグラタン』『不動明王清水の水ゼリー』その他
オープン日時：
６月２９日（土） 午前１０時００分から
オープン日時：６月２９日（土）

市民課からのお知らせ
◎湊地区にマイナンバーカード出張窓口が開設されます！
湊市民センターにマイナンバーカードの出張窓口が開設されます。
詳細は別紙チラシを参照し、市民課（３６‐７２１０）にお電話ください。
開設日：６月７日（金） ６月１１日（火） 午前１０時から１２時 午後１時から４時

若松第五包括支援センターから
◎６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

６月 ３日（月）午前９時３０分から

赤井

６月１７日（月）午前９時００分から

西田面

６月 ５日（水）午前９時３０分から

堰場

６月１７日（月）午後１時３０分から

原

６月 ７日（金）午前９時３０分から

上馬渡

６月２６日（水）午前９時３０分から

経沢

６月１３日（木）午前９時３０分から

戸ノ口

６月２７日（木）午前９時３０分から

笹山原

６月１４日（金）午前９時３０分から

下馬渡

６月２８日（金）午前９時３０分から

生涯学習カレンダー ６月
日 曜

公民館関連行事・市の事業

５月２７日現在

学校･保育園･スポ少関連行事

青少年健全育成協議会総会

1 土
2 日

地域団体関連行事

湊小/湊中「ＰＴＡ奉仕作業」
ヨガ倶楽部

3 月
4 火

湊中「市・全会津中体連総合大会」

わんぱく武道

5 水

湊中「市・全会津中体連総合大会」

みんなと湊まちづくりネットワーク定例会

6 木 放課後子ども教室②

湊小「修学旅行 6 年 1 日目」

秋桜会／絆「七夕」

7 金 マイナンバーカード出張窓口

湊小「修学旅行 6 年 2 日目」

わんぱく武道

「１～３年 遠足」「4 年 東山浄水場見学」
「5 年 東山ダム見学」

8 土
9 日 湊★わんぱく教室
「親子星空観察会」
10 月 よろず湊屋フラダンス

小中連携運営会議

わんぱく武道／ヨガ倶楽部

11 火 湊みのりの大学
マイナンバーカード出張窓口

湊中「全会津中体連総合大会」

絆「買物ツアー」
民生児童委員協議会定例会

12 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

湊中「全会津中体連総合大会」

あすなろ会／湊かたりべの会定例会
みんなと湊まちづくりネットワーク事務局戦略会議

13 木
14 金 湊くらしの講座／湊応援隊(湊小) 湊中「プール清掃」

さくら会／わんぱく武道

15 土

湊小「PTA 教養講座・開校２０周年記念式典」

16 日 湊地域交流再発見事業

スポ少県総体ミニバスケットボール

ＳＡＮＡＢＵＲＩフェスティバル

17 月 よろず湊屋フラダンス

湊小「繰替休業日」

ヨガ倶楽部

スポ少県総体ミニバスケットボール

わんぱく武道

18 火
19 水

湊小「森林保全学習 4 年」

手工芸（ハンドメイド）教室
みんなと湊まちづくりネットワーク役員会

20 木

秋桜会

21 金 湊小読み聞かせタイム（1 年）

わんぱく武道

22 土

スポ少県総体ミニバスケットボール
スポ少県総体ミニバスケットボール

湊区長会定例会
湊町親善球技大会

24 月 湊なごみの広場

湊中「期末テスト 1 日目」

ヨガ倶楽部

25 火 市集団検診／事業懇談会

湊中「期末テスト 2 日目」

わんぱく武道

23 日

26 水

あすなろ会／絵手紙サークル「ジョイ」

27 木
28 金
29 土

小中連携授業研究

さくら会／わんぱく武道

湊産農産物直売所オープン
EST 交通環境大賞受賞祝賀会

30 日

