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７月の公民館講座のご案内
☆「湊みのりの大学」

☆「湊くらしの講座」

日時：７月９日（火） 午前９時集合
内容：「藍染め体験（作品製作）」
「民具・古民家見学」
バスにて田島荒海奥会津へ

☆「湊なごみの広場」
日時：７月２２日（月）
午前９時集合
午後４時３０分解散
内容：研修旅行
「新聞社見学・鶴太郎美術館見学」

☆「湊★わんぱく教室」
日時：７月２０日（土） 午前９時集合
午後４時解散
場所：送迎バスで会津自然の家(坂下町)
内容：午前 「火おこしでカレー作り! 」
午後 「フィールドアスレチック！！」

日時：７月１２日（金） 午前１０時集合
内容：移動学習「路線バス乗車体験」
神明通りでの昼食･買い物

☆「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：７月１０日（水）午前１０時から１０時１５分
対象：保育園３歳児以上
担当：相原 洋子さん

☆「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：７月８日（月）及び７月２９日（月）
午前１０時から１１時３０分
講師：田邉麻美さん

お礼！ 湊中学校生徒のみなさんの奉仕作業
６月２５日（火）に湊中学校生徒のみなさんが特別養護
老人ホーム絆、湊しらとり保育園に加えて、湊公民館と
基幹集落センターへボランティア活動のため来訪し、駐
車場などの清掃と草むしりをしていただきました。
暑い日ざしの中、生徒のみなさんや先生方ありがとう
ございました。

祝！坂内美智男さん 青少年育成市民会議会長表彰
永年にわたり「青少年の心を育てる市民行動プラン
あいづっこ宣言事業」に貢献してきた坂内美智男さん
（東田面）が、会津若松市青少年育成市民会議会長
である市長から５月２２日に表彰を受けました。
おめでとうございます。

みんなと湊まちづくりネットワークから
◎ネットワークの青年部会の名称決定「Ｒ２９４ 湊翔（みなと）会」！
「みんなと湊まちづくりネットワーク」の青年部会の名称が「Ｒ２９４
湊翔（みなと）会」 に決まりました。
現在１１月９日から９日間の「赤井大いちょうライトアップ」のイベント
開催に向けて準備中です。ご支援とご協力をお願い申し上げます。

◎『 SANABURI （さなぶり）フェスティバル 』が開催されました！
２年目となった今年の「さなぶりフェスティバル」
は、名古屋からきた「劇団 風の子」の「ぱらりっと
せ」の公演として６月１６日に開催されました。
３人の役者さんの歌と踊りや、紙風船を傘のうえ
で回したり、大きな縄跳びの中でもう一つの縄跳
びをしたりと、プロの劇団の技と展開に魅了された
１時間でした。

◎お試しください「いきいき脳体操ドライビングアプリ」！
現在、湊公民館の「集落支援員」のコーナーで「運転技術向上トレーニング」のための
「いきいき脳体操ドライビングアプリ」を体験できます。
自動車運転技能の維持向上を図るもので、高齢ドライバーによる事故の防止が期待できる
ものです。
無料で体験できますので、特に将来の運転に不安をお持ちの方はぜひおいでください。

◎婚活！「合コン」に出かけてみませんか？
毎月、市内の飲食店で新しい出会いの場として「合コン」が行われています。
性別や年齢を問わず参加できるとのことです。
日程と場所は、「集落支援員 鈴木 電話 080‐6011‐3710」へお問い合わせください。

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「めだかの学校」
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：７月１７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 地域づくり担い手室
連絡先：直接会場においでください。

湊地区地域学校協働本部から
☆放課後子ども教室

☆「湊応援隊」
湊中学校ボランティア募集

「みなとっこ１４５５（いっしょにゴーゴー）」
放課後の子どもたちを地域で見守るため、
湊中学校での学校支援ボランティアを募
地域の大人が子どもたちと触れ合い、地域
集しています。地域全体で学校運営を応
のつながりを作ります。
援するためご協力をお願いします。
日時：７月４日（木）
日時：７月１６日（火）
午後２時５５分から３時２５分
午前９時から１１時
対象：湊小学校１年生～３年生
内容（予定）：「湊町の名所のカルタ」あそび

若松第五包括支援センターから
◎７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

７月 １日（月）午前９時３０分から

笹山

７月２４日（水）午前９時３０分から

経沢

７月１１日（木）午前９時３０分から

戸ノ口

７月２５日（木）午前９時３０分から

笹山原

７月１２日（金）午前９時３０分から

湊公民館長のコーナー

館⻑講話

Vol. １ 湊町の石碑 その１

湊町には、市の中でも数多くの石碑が残されています。
今回は「庚申供養の碑」についてです。
湊町には 4 基の「庚申供養の碑」があります。
庚申信仰は中国から伝わった行事で、平安時代には神道では猿田彦神
を祭り、仏教では帝釈天と青面金剛を本尊としていました。
人間の体内には尸 ( し ) という虫がいるとされ、頭にいる「上尸」、腹にいる
「中尸」、足にいる「下尸」で、この「三尸」は人が眠った隙に体内から抜け出し、
天帝にその人の悪事を密告し、その罰として寿命を縮めるといわれています。
したがって、 60 日毎に来る庚申の夜は眠らないように信仰講中を結び、講宿を廻り番にして集まり祈祷
をし、談話しながら夜を徹したものでした。
その夜は、夕刻より講宿に集まり、身を清め、青面金剛の掛軸を掲げ、算木によって数えながら「オンコウ
シンメイ、コウシンメイ、マイタリ、マイタリ、ソワカ」と 33 回斉唱し、その後は直会に移り、精進料理で神と共
食のよろこびをわかち、この夜は一睡もしないで談話しながら夜を徹し、朝方に散会しました。心にやまい
事がある者は神罰を蒙るとして、講員は常日頃身を慎み、不浄を避けて己の業に励みました。
「庚申」とは「かのえ さる」即ち十干の庚と十二支の申の組み合わさった日で、 60 日と 60 年毎に廻って
来ます。庚申塔の青面金剛の下に刻まれている三匹の猿は、青面金剛の使いである鬼、童子、夜叉の三
者に当てはめ、「みざる」、「いわざる」、「きかざる」としてそれぞれ手で隠し、悪いことは見ない、言わない、
聞かないのポーズをとり、人間の生活の知恵を教えています。現在、会津にはこの講を行なっているところ
はありません。
参考：湊町ふるさと研究会発行 湊町誌「神々と佛たち」

生涯学習カレンダー ７月
日 曜

公民館関連行事・市の事業

６月１７日現在

学校･保育園･スポ少関連行事

ヨガ倶楽部

1 月
2 火

地域団体関連行事

いきいきわくわく介護予防教室

白寿会「グランドゴルフ練習」
わんぱく武道

3 水

みんなと湊まちづくりネットワーク定例会

4 木 放課後子ども教室③

秋桜会
湊しらとり保育園「七夕まつり」

5 金

民生児童委員協議会定例会
わんぱく武道／絆「七夕」

6 土
7 日

クリーンアップ作戦／市消防操法大会

子ども会球技大会
ヨガ倶楽部

8 月 よろず湊屋フラダンス
いきいきわくわく介護予防教室

わんぱく武道

9 火 湊みのりの大学

あすなろ会

10 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

みんなと湊まちづくりネットワーク事務局戦略会議

11 木

湊中「授業参観・保護者会」
湊小中ＰＴＡ連絡協議会

湊かたりべの会定例会

12 金 湊くらしの講座

湊小「授業参観・懇談会」

さくら会／わんぱく武道

13 土

湊しらとり保育園「親子ヒップホップ教室」

14 日
15 月
わんぱく武道

16 火 湊応援隊(湊中学校)

夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動（～7/25)

いきいきわくわく介護予防教室

17 水

手工芸（ハンドメイド）教室

18 木

秋桜会／四浜安全祈願祭

19 金

1 学期終業式

わんぱく武道

20 土 湊★わんぱく教室
21 日 参議院議員通常選挙
22 月 湊なごみの広場
23 火

交通安全協会 ミニテント村
湊中「県中体連総合大会」

いきいきわくわく介護予防教室

ヨガ倶楽部
わんぱく武道
あすなろ会

24 水
25 木

湊小「市水泳大会 6 年」

26 金

さくら会／わんぱく武道

27 土

スポ少第 17 回ちびっこ大会ミニバスケットボール（～7/28)

28 日 猪苗代湖水環境講座
ヨガ倶楽部

29 月 よろず湊屋フラダンス
30 火
31 水

いきいきわくわく介護予防教室

わんぱく武道
湊小中教職員連絡協議会

絵手紙サークル「ジョイ」

