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１０月の公民館講座のご案内
☆「湊みのりの大学」

日時：１０月８日（火） 午前１０時から
内容：午前･楽しく「終活」 （講義）
午後･昔の市民ニュース(映像）
キビタン体操
(運動)

☆「湊なごみの広場」
日時：１０月２８日（月）
午前１０時から１１時３０分
内容：映画鑑賞 「題未定」

☆「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：１０月９日（水）
午前１０時から１０時１５分
対象：保育園３歳児以上
担当：阿部エミ子さん

日時：１０月１８日（金）
午前８時２５分から８時４５分
対象：小学校３年生
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：１０月７日（月）及び１０月１４日（月） 午前１０時から１１時３０分
講師：田邊麻美さん

若松第５地域包括支援センターから
◎１０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

下馬渡
中田
笹山原

日

時

１０月 ２日（水）午前９時００分から
１０月 ７日（月）午前９時３０分から
１０月１１日（金）午前９時３０分から

地区名

日

時

笹山
１０月１６日（水）午前９時３０分から
戸ノ口 １０月１７日（木）午前９時３０分から
四ツ谷 １０月２９日（火）午後１時３０分から

イベント開催情報
☆ 湊町文化祭
本年の文化祭は１０月２７日（日）開催です。
文化祭をご覧になる方のため、「交流バス」が
巡回しますのでご利用ください。（時間は別
紙時刻表）
日時：１０月２７日(日)午前９時３０分開会式
会場：湊公民館・基幹集落センター
湊公民館・基幹集落センター

☆ 湊もち･そば祭り
今年第４回目を迎える「湊もち・そば祭り」
が次の日程で開催されます。
今年も室内イベント、屋外イベントが盛りだ
くさんです。ご期待ください。
日時：１１月１７日(日)午前１０時３０分から
会場：基幹集落センター
基幹集落センター

☆ 大イチョウ夜会
「Ｒ２９４ 湊翔（みなと）会」により、新たな事業として
１１月９日（土）から１７日（日）にかけての９日間、赤井大イチョウ
のライトアップイベントが開催されます。

☆ 町民健康ウォーク

日時：１０月２４日（木） 受付 午前８時３０分から９時１０分（悪天候時８時５０分から９時２０分）
集合場所：会津レクリエーション公園管理棟前
会津レクリエーション公園管理棟前
参加費：４００円（お弁当・お茶付）
４００円（お弁当・お茶付）
※帽子、タオル、水、雨具等は各自持参してください。
※悪天候時は基幹集落センターでのウォーキング教室に変更されます。
上履き用運動靴を用意してください。

湊地区地域学校協働本部から

◎放課後子ども教室で魚釣り大会を楽しみました。
今年度の放課後子ども教室は、小学校 1 年生から 3 年生を対象にしています。
９月５日は、相原一也コーディネーターのもとで、昨年に画用紙と磁石で作った魚釣り大
会で盛り上がりました。 次回１０月１０日の教室は「体験の風をおこそう推進月間事業」とし
て実施予定です。

◎「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：１０月１６日（水）午前９時から

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：１０月１６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。

みんなと湊まちづくりネットワークから
◎１０月１７日「まちづくりセミナー」で事例発表！
公共施設をどのように活用して魅力的な場所にしていくかを考える「まちづくりセミナー＝
考えよう公共施設の”アカルイミライ”＝」に、みんなと湊まちづくりネットワーク事務局長の鈴
木隆良さんが先進的な事例として、ネットワークの取組み状況を報告します。
日時：１０月１７日(木) 午後６時（会場５時３０分）から午後８時
会場：会津若松市立第二中学校（駐車場は県立博物館駐車場）

◎「みなと電気」説明会 各地区で開催予定！！
現在ご契約の電力会社との契約を切り替えていただくことで、基本料金は５％、従量料金
は２～７％割引となる可能性のある、新電力の取組みが開始されます。
９月１５日に東田面地区で説明会が開催されましたが、順次、各地区で開催していく予定で
す。（別紙参照）

館⻑講話

Vol. ２

湊町の石碑 その２

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「石造塔婆 ( 板碑 ) 」についてです。

石造塔婆は 14 基あり、これらは鎌倉時代に
おこり、室町時代には形式化しながらも量的
には増加し、ほぼ中世に限って造立された
石動木の板碑
特色ある供養塔です。
板碑に多い信仰は、阿弥陀如来を供養して浄土往生を祈願した例で、阿弥陀如来が観音・
勢至両菩薩を脇侍に従えた三尊形式、あるいは一尊を梵字で表現したものが多い。板碑を構
成する基本は山形の頂部、二段の切込み ( 二条線 ) や、やや突出気味の額部、その下の塔
身部、地下の基部からなり、身部には仏像をあらわす梵字 ( 種子 ) があり、造立年月日の銘
が彫られるのが一般的だが、梵字を刻まず線刻された仏や、名号、題目などを文字で表す場
合もあります。
特徴的なことは、 1200 年代後半から、 1300 年代中盤にかけて作られた会津若松市の板

碑の内、湊町に 11 基が東西約 2.4 キロ、南北約 3.3 キロの範囲に集中して造立されていたこ
とがあげられます。
参 考
※ 会津に通じる街道のうち、中世の湊町においては猪苗代湖岸の街道と、西側山麓の街道がありました。
西側山麓の街道は、赤井から南の山間部谷間を抜けて、下馬渡、上馬渡、西田面、原の西側山麓、高坂、
田代を通っていた。湖岸の街道は、赤井から笹山、中田、鵜ノ浦、崎川、東田面、経沢、高坂、田代を通ってい
た。上馬渡、中田、崎川、東田面には鎌倉時代の板碑があり、赤井、中田、鵜ノ浦、崎川、東田面、経沢、原、
田代には城館があり、鵜ノ浦城を中心に街道筋を抑えていたことなどから中世における交通の要衝であったこ
とが伺えます。

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 １０月
日 曜

公民館関連行事・市の事業

９月１９日現在

学校･保育園･スポ少関連行事

地域団体関連行事

1 火

わんぱく武道

2 水

みんなと湊まちづくりネットワーク定例会

3 木

湊中「校内駅伝・野外活動」

民生委員協議会定例会／わんぱく武道
わんぱく武道

4 金
5 土
6 日 鶴ケ城ハーフマラソン大会
7 月 よろず湊屋フラダンス
8 火 湊みのりの大学

ヨガ倶楽部

湊中「新人相撲大会」
湊しらとり保育園「内科検診」

わんぱく武道
みんなと湊まちづくりネットワーク事務局戦略会議

9 水 湊しらとり保育園「かたりべ」
10 木 放課後子ども教室

湊小「稲刈り予定」

湊かたりべの会定例会
わんぱく武道

11 金

湊小「秋に親しむ会」
湊中「高校説明会」

さくら会 ／あすなろ会

12 土

湊しらとり保育園「運動会」
スポ少磐越道沿線交流ミニバス大会

13 日

スポ少磐越道沿線交流ミニバス大会

14 月 よろず湊屋フラダンス
15 火

わんぱく武道

16 水 湊応援隊(湊小学校)

手工芸教室「めだかの学校」
みんなと湊まちづくりネットワーク役員会

17 木

わんぱく武道

18 金 湊小読み聞かせタイム（3 年）

さくら会／わんぱく武道

19 土
20 日
21 月

ヨガ倶楽部

22 火

わんぱく武道

23 水

絵手紙サークル「ジョイ」／あすなろ会

24 木

町民健康ウォーク

25 金
26 土

湊中祭

27 日 消防秋季検閲
湊町文化祭
28 月 湊なごみの広場

湊中「繰替休業日」

ヨガ倶楽部

29 火

わんぱく武道

30 水

わんぱく武道

31 木

