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１１月の公民館講座のご案内
☆「湊みのりの大学」
日時：１１月１２日（火）
午前１０時から午後３時
内容：午前・あたまの体操「脳トレ」
午後・軽スポーツ (カラダの体操)
持ち物：筆記用具･水分補給の飲物･上履き
ズック・必要に応じ昼食等

☆「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：１１月４日（月）及び１１月１８日（月）
午前１０時から１１時３０分
講師：田邊麻美さん

☆「湊くらしの講座」
日時：１１月２１日（木）
午後２時から午後４時
内容：「味自慢」手前味噌つくり
持ち物：水分補給の飲物・エプロン等・
材料費

☆「湊なごみの広場」
日時：１１月２５日（月）
午前９時集合 午後３時解散予定
内容：料理実習
「新鶴パン工房で楽しくパン作り」

☆「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。11 月は保育園と小学校ともに湊かたりべの会の渡部ヒサさんが担当します。
日時：１１月１３日（水）
午前１０時から１０時１５分
対象：保育園３歳児以上 担当：渡部ヒサさん

日時：１１月１５日（金）
午前８時２５分から８時４５分
対象：小学校２年生 担当：渡部ヒサさん

１１月１１日 市民との意見交換会
「湊地区における鳥獣（シカ・イノシシ・クマ）被害対策を考える
～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：１１月１１日（月） 午後６時３０分から
場所：湊公民館会議室
湊公民館会議室

みんなと湊まちづくりネットワークから
◎「湊もち・そば祭り」１１月１７日（日）にお出かけください！
今年第４回目を迎える「湊もち・そば祭り」が開催されます。
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。
交通手段のない方のために「みなとバス」が時間を決めて地区を周回して送迎します。
ご利用ください。
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

◎新規イベント「大イチョウ夜会」開催！
「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）の
９日間、午後５時３０分から、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。
点灯式 日時：１１月９日（土） 午後４時から４時３０分
場所：赤井大イチョウ
赤井大イチョウ

◎会津藩たたら炉復活 実証実験！
会津藩で使用されていた刀の材料といわれている湊町のたたら炉製鉄を実証する試み
です。
１１月１日（金） 午前９時から午後４時：たたら炉を製作します。
１１月２日（土） 午前９時から午後４時：火入れをしてできた玉鋼を取り出します。
１１月３日（日） 午前９時から午後４時：予備日、後片付け
場所：湊公民館北側の民地
湊公民館北側の民地

◎みなと“たすけ愛”サービス 利用会員 サポーター募集！
ネットワークでは、買い物代行、荷物運び、ゴミ出し、草むしりなど日常生活のお手伝い
サービスを開始します。利用会員とサポーターを募集しています。
利用会員：湊地区にお住まいの方全員が対象
サービスを提供するサポーター：どなたでも
お問合せ、お申込みは ネットワーク事務局（080-6011-3710)へお願いします。

はら笑楽交プロジェクト実行委員会から

◎「山の楽交」を開交（かいこう）します！

<前半> 山道ウォーキング（はら笑楽交～水織音の里～愛宕神社を予定）
<後半> 薪割体験など
はら笑プロジェクトでは、周辺の自然を楽しむためのイベントを開催します。
日時：１１月４日（月） 午前１０時開始（雨天中止）
集合場所：はら笑楽交（しょうがっこう：旧原小学校）
参加費：大人５００円
問い合わせ： 電話： ０９０‐２８４９‐８８８５
MAIL： harasyoproject@gmail.com
HP： http://harasyogakko.webcrow.jp/

※毎週日曜日に営業している「カフェはら笑」は、１１月２４日（日）が今年の最終営業日で
す。ぜひお出かけください。

湊地域学校協働本部から

◎ビンゴ大会で盛り上がりました！

１０月１０日の放課後子ども教室は、相原一也
コーディネーターのもとで、ビンゴ大会でゴール
した児童から順番に賞品の蛍光テープを獲得し
ました。

次回１１月７日の教室は、要望の多い体を
動かすドッチビー大会の予定です。
前回１０月１０日に配布した児童用と保護者用のアンケートを記入してお持ちください。

◎「湊応援隊」募集 のお知らせ
湊地域学校協働本部では、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。
◎湊中学校の図書整理作業
日時：１１月１５日（金）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：１１月２０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。

生涯学習カレンダー １１月
日 曜

公民館関連行事・市の事業

１０月２４日現在

学校･保育園･スポ少関連行事

地域団体関連行事

1 金

湊中「高校入試説明会」

わんぱく武道クラブ／湊区長会定例会
会津藩たたら炉復活実証実験（炉製作）

2 土

湊小まつり

会津藩たたら炉復活実証実験（玉鋼取り出し）
会津藩たたら炉復活実証実験（予備日・片付け）
はら笑楽交「山の楽交」

3 日
4 月 よろず湊屋フラダンス
5 火

湊小「繰替休業日」

わんぱく武道クラブ

6 水

みんなと湊まちづくりネットワーク定例会

7 木 放課後子ども教室⑥

朝のあいさつ運動
／秋桜会 ／絆「もみじ狩り」

8 金

湊中「福祉教室」

湊町さくら会
わんぱく武道クラブ
大イチョウ夜会（～11/17）

9 土
10 日 県議会議員一般選挙投票日

湊小/湊中「ＰＴＡ愛校活動 雪囲い等」

11 月 市民との意見交換会

湊中「三者面談」①

朝のあいさつ運動

12 火 湊みのりの大学

湊中「三者面談」②

わんぱく武道クラブ
朝のあいさつ運動

13 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

会津あすなろ会
絵手紙サークル「ジョイ」
みんなと湊まちづくりネットワーク事務局戦略会議

14 木

湊中「三者面談」③

15 金 湊小読み聞かせタイム（2 年） 湊中「三者面談」④
湊応援隊(湊中学校)
湊中「薬物乱用防止教室」
16 土

スポ少ミニバス優勝大会会津予選

17 日

スポ少ミニバス優勝大会会津予選

湊かたりべの会定例会
わんぱく武道クラブ
わんぱく武道クラブ

湊もち・そば祭り

18 月 よろず湊屋フラダンス

ヨガ倶楽部

19 火

わんぱく武道クラブ

20 水

手工芸教室「めだかの学校」

21 木 湊くらしの講座

秋桜会

22 金

わんぱく武道クラブ

23 土

スポ少ミニバス優勝大会会津予選

24 日

スポ少ミニバス優勝大会決勝

25 月 湊なごみの広場

湊中「第２学期期末テスト」

ヨガ倶楽部

26 火

湊中「第２学期期末テスト」

わんぱく武道クラブ

27 水

湊小中子ども会議

会津あすなろ会

28 木
29 金
30 土

湊町さくら会 ／わんぱく武道クラブ

