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８月の公民館講座のご案内
☆「湊みのりの大学」

日時：８月６日（火） 午前１０時から
内容：午前･懐かしの幻燈会（映画）
午後･軽運動(足腰のばし体操）

☆「湊★わんぱく教室」
日時：８月１７日（土）
午前９時３０分出発 午後２時解散
場所：いなわしろ緑の村・魚つかみ会場
内容：午前･魚つかみ体験 と 焼いて食べる
午後･カワセミ水族館見学
持ち物：ぬれてもいい靴と服装･水分補給の
飲物・帽子・タオル・おにぎり等軽食・
体験料

☆「湊なごみの広場」
日時：８月２６日（月）
午前１０時から１１時３０分
内容：酔月窯 『陶器の絵付け』
持ち物：古新聞紙･水分補給の飲物・
材料代実費

☆「湊くらしの講座」
日時：８月９日（金） 午後２時から
油石けん作りの実習(ｻﾝﾌﾗﾜｰの会）
持ち物：筆記用具･水分補給の飲物・炊事手袋

☆「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：８月２１日（水）午前１０時から１０時１５分
対象：保育園３歳児以上
担当：斎藤基雄さん

☆「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：８月５日（月）及び８月１２日（月）
午前１０時から１１時３０分
講師：田邉麻美さん

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」
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。
お誘いあわせてご参加ください。
日時：８月２１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
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。

祝！第７分団 ポンプ操法大会 優勝！準優勝！！
７月７日(日)に会津若松消防署城南分署で行われた「市消防操法大会」において、わが第７分
団が小型ポンプ操法の部で優勝、自動車ポンプ操法の部で準優勝に輝きました。

活躍された選手のみなさんです。
小型ポンプ操法の部 優勝
指揮者 瀧田 翔太さん
１番員 加藤 雄さん（個人賞）
２番員 高森 洋平さん（個人賞）
３番員 松本 匡史さん
補欠 小林 広次さん
自動車ポンプ操法の部 準優勝
指揮者 小川 文太郎さん
１番員 渡部 光次さん
２番員 玉川 智充さん
３番員 小檜山 誉哉さん
４番員 坂内 巧さん（個人賞）
補欠 渡部 元博さん

若松第５地域包括支援センターから
◎８月の各地区のふれあい会の開催予定
次の日程で第５地域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

赤井
中田
経沢
笹山原

日

８月
８月
８月
８月

時

地区名

５日（月）午前９時００分から
５日（月）午前９時３０分から
８日（木）午前９時３０分から
９日（金）午前９時３０分から

堰場
笹山
戸ノ口

日

時

８月１９日（月）午前９時３０分から
８月２１日（水）午前９時３０分から
８月２２日（木）午前９時３０分から

湊地区地域学校協働本部から
◎夏休み子ども学習会を開催します 。
夏休みの学習環境の充実とともに、地区のボランティアに講師になっていただくこと
で、地域の新たなきずなをつくりだすために２回にわたって学習会を開催します。
対象：湊小学校児童･湊中学校生徒
日時：８月２１日（水） 及び８月２２日（木）
午後１時３０分から３時３０分
場所：湊公民館会議室

◎「湊応援隊」募集 のお知らせ
湊地区学校支援地域本部では、環境整備と授業補助の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。
◎湊小学校でのボランティア作業
日時：８月１９日（月）午前９時から

みんなと湊まちづくりネットワークから
◎「湊町ふるさとサポーター」会員募集中！
湊町出身で県内及び全国に在住の方々に「湊町ふるさとサポーター」として支援会員に
なっていただくためのご案内をお送りしています。
年会費は 3,000 円で、会員特典として湊のふるさと情報をお届けすることとしています。
お盆で湊にお帰りになるご兄弟などのご親族にお勧めください。

◎「青空 湊産農産物 直売所」営業中！！
６月２９日にオープンした産業振興部会の直売所が営業中です。お出かけください。
営業時間：毎週土・日 午前１０時から午後３時頃まで

◎８月１１日（日）「サギソウ展」！！！
山の日の８月１１日に「サギソウ展」を開催します。ご自宅で「サギソウ」や「山野草」を育てて
いる方は当日９時までに湊公民館にお持ち込みください。搬出は午後３時以降です。
「そば」や「とうふもち」が準備されます。お誘いあわせてお出かけください。
展示会日時：８月１１日(日) 午前１０時から午後３時

公民館図書室・新刊図書のご紹介
次の２０冊の新刊が入りました。ぜひご利用ください。

☆児童図書

ガムじいさん、ゴブリンの王さまになる!?
きょうもうれしい
たぬきのひみつ
ねむねむごろん
泳ぐ月
サンドイッチぎゅーっ
みんなのおばけずかん

アンディ スタントン／作
えがしら みちこ／作 絵
加藤 休ミ／作
たなか しん／作 絵
月岡 貞夫／絵
ひがし ちから／作
斉藤 洋／作

小峰書店
理論社
文溪堂
KADOKAWA
新潟日報事業社(制作)
光村教育図書
講談社

☆一般図書
戊辰 150 周年 1868-2018
SAMURAI CITY AIZU
山川健次郎を語り継ぐ鼎談
山川健次郎
0 歳から楽しめるふわふわタオルあそび
奥会津見えないものと暮らす（２冊）
おとなのごはんと一緒に作れる子どものお弁当

60 代からのガーデニング
四季彩々
山登り&キャンプアウトドア旅の道具 BOOK
圓朝
崖っぷちパラダイス
初恋さがし

山川健次郎顕彰会／編
山川健次郎顕彰会／編
松家 まきこ／著
奥会津書房／編
阪下 千恵／著
星 賢孝／写真 文
奥山 景布子／著
谷口 桂子／著
真梨 幸子／著

会津若松市戊辰 150 周年
記念事業実行委員会
山川健次郎顕彰会
山川健次郎顕彰会
学研教育みらい
奥会津五町村活性化協議会

日東書院本社
ブティック社
歴史春秋出版
枻出版社
中央公論新社
小学館
新潮社

生涯学習カレンダー ８月
日 曜

公民館関連行事・市の事業

７月２６日現在

学校･保育園･スポ少関連行事

地域団体関連行事

1 木
湊しらとり保育園「夕涼み会」

2 金
3 土

民生児童委員協議会定例会
わんぱく武道

絆「夏まつり」

4 日 市議・市長選挙投票日
5 月 よろず湊屋フラダンス

ヨガ倶楽部

6 火 湊みのりの大学

わんぱく武道

7 水 いきいきわくわく介護予防教室

あすなろ会
みんなと湊まちづくりネットワーク定例会

8 木

湊かたりべの会定例会
秋桜会 ／わんぱく武道

9 金 湊くらしの講座

さくら会

10 土
11 日 サギソウ展
12 月 よろず湊屋フラダンス
13 火
14 水
15 木
16 金

わんぱく武道

17 土 湊★わんぱく教室

手工芸（ハンドメイド）教室

18 日

湊区長会定例会／交通安全湊支部役員会

19 月 湊応援隊(湊小)

ヨガ倶楽部

20 火 いきいきわくわく介護予防教室

わんぱく武道

21 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

「めだかの学校」(手工芸教室）
赤井谷地に関する講演会

夏休み子ども学習会

秋桜会

22 木 夏休み子ども学習会
23 金

小中学校音楽祭

24 土

スポ少第 18 回 U-12 エンデバー地区交
流大会ミニバスケットボール（～7/25）

25 日

湊小・湊中「PTA 愛校活動」 交通安全湊支部理事会

26 月 湊なごみの広場

2 学期始業式

27 火 いきいきわくわく介護予防教室

湊中「明けテスト」

28 水

さくら会／わんぱく武道

わんぱく武道
絵手紙サークル「ジョイ」／あすなろ会
みんなと湊まちづくりネットワーク 役員会

29 木
30 金

わんぱく武道／白寿会「グランドゴルフ大会」

