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１２月の公民館講座のご案内
☆「湊みのりの大学」
日時：１２月１０日（火） 午前１０時から午後３時
内容：午前・懐かし上映会（映画）
午後・ミニコンサート (ハンドベル)
猪苗代町のハンドベルの団体「マリアローザ」さんが再び湊で演奏します。
持ち物：筆記用具･水分補給の飲物･必要に応じ昼食等

☆「よろず湊屋 フラダンス教室」 ☆「湊なごみの広場」
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：１２月９日（月）及び１２月１６日（月）
午前１０時から１１時３０分
講師：田邊麻美さん

日時：１２月２３日（月）
午前１０時から１１時３０分
内容：ふるさとの民謡にふれる学習
講師：三浦善正さん

☆「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：１２月６日（金）
午前８時２５分から８時４５分
対象：小学校１年生
担当：大越藤恵さん

日時：１２月１１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

みんなと湊まちづくりネットワークから

◎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。

文化祭へのご参加、ご来場ありがとうございました！
１０月２７日の文化祭に多くの方にご来訪いただきありがとうございました。
「展示会」で特別賞を受賞された方々をご紹介します。
部門
農産物品評展

賞

受賞者

作品

実行委員長賞 吉崎 傳さん（笹山）

ねぎ

農事組合長賞 岩上 啓子さん（堰場）

キャベツ

渡部 與四幸さん（経沢）

人参

おらが自慢の作品展
（一般・自主サークル）

白寿会長賞

小檜山 千穂子さん（西田面） 置物

おらが自慢の作品展
（みのりの大学・さぎ草おとな塾）

区長会長賞

渡部 ミチノさん（笹山）

ぶどう皿

赤十字奉仕
開会式に続いての「お楽しみ演芸会」は赤十字奉仕
団の渡部順子さんの司会で「大正琴サークル（湊町さ
団の渡部順子
くら会・会津あすなろ会）」、「湊ＰＲバンド＆ラッキー
バード」、「プア ケニケニ みなと 」、「オカリナサーク
Ｋガールズ」、「人形劇サークルぴっこ
ル秋桜会」、「Ｋガールズ」、「人形劇サークルぴっこ
ろ」の皆さんが歌や演奏、ダンスを、さらに「湊かたり
ろ」
べの会」の皆さんによるかたりべが披露されました。
楽しい時間をありがとうございました。

祝！ 湊公民館 県教育委員会表彰

◎湊公民館が福島県教育委員会から表彰されました！
湊公民館の各種事業の実施に対
して県教育委員会から１１月１日に
表彰を受け、記念品の盾をいただき
ました。
地域の皆様のご理解とご参加の
賜物でありますことから、ご報告とと
もに心より感謝申し上げます。

祝！ わんぱく武道クラブ 全国大会で好成績

◎「わんぱく武道クラブ」２人組演武で１位！！

茨城県牛久市で行われた「拳正道交流大会」でわんぱく
武道クラブが、初の上位入賞を果たしました。
年少部演武で穴澤謙斗くん（小４）、浅野力哉くん（小２）
が８位入賞で、２人組の演武では１位でした。
乱取りでは浅野力哉くんが３位で、これからさらに上位を
目指して練習していきます。
練習の見学を歓迎しますので、ぜひ見においでください。
（わんぱく武道クラブ代表 齋藤広幸）

湊地域学校協働本部から

◎ドッチビー体験を楽しみました！
１１月７日の放課後子ども教室は、
ドッチボールのルールでボールの代
わりに柔らかいディスクを使う「ドッチ
ビー」を短い時間の中で、練習試合
まで行いました。
もっとたくさん体験したいところで時
間切れでした。

次回１２月５日の教室は、「手作りおやつを楽しむ」予定です。

◎「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。
◎湊小学校の図書整理作業
日時：１２月１６日（月）午前９時から

公民館図書室・新刊図書のご紹介
次の２１冊の新刊が入りました。ぜひご利用ください。
☆児童図書
生きかたルールブック
みつけた!水べのいきもの
ごみ育
うんちで 1・2・3
きょうは泣き虫
そうだソーダ
コリンのお店びらき
レストランのおばけずかん
犬がすきなぼくとおじさんとシロ

齋藤 孝／監修
谷本 雄治／文
滝沢 秀一／著
ジェラルディーヌ コレ／作
たけがみ たえ／[作]
丸山 誠司／作
ひこ 田中／文
斉藤 洋／作
山本 悦子／作

日本図書センター
童心社
太田出版
PHP 研究所
好学社
くもん出版
BL 出版
講談社
岩崎書店

☆一般図書
災害に強いまちづくりは互近助の力
日々、腸生活
遠藤香代子の漬けおき入門
親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ
子どもと食べたい強いからだを作る!おいしいおかず

キャンプ大事典
剣樹抄
営繕かるかや怪異譚
窓の外を見てください
へぼ侍
カム・ギャザー・ラウンド・ピープル
わたしの良い子

山村 武彦／著
松生 恒夫／監修
Emi／著
田島 恵／著
松山 拓也／監修
冲方 丁／著
小野 不由美／著
片岡 義男／著
坂上 泉／著
高山 羽根子／著
寺地 はるな／著

ぎょうせい
総合法令出版
枻出版社
白夜書房
世界文化社
成美堂出版
文藝春秋
KADOKAWA
講談社
文藝春秋
集英社
中央公論新社

生涯学習カレンダー １２月
日 曜

公民館関連行事・市の事業

１１月２７日現在

学校･保育園･スポ少関連行事

地域団体関連行事

1 日
2 月

ヨガ倶楽部

3 火

わんぱく武道クラブ

4 水

みんなと湊まちづくりネットワーク定例会

5 木 放課後子ども教室⑦

秋桜会 ／文化祭実行委員会

6 金 湊小読み聞かせタイム（1 年）

わんぱく武道クラブ

7 土
8 日
9 月 よろず湊屋フラダンス

四季もち出発式／ヨガ倶楽部

10 火 湊みのりの大学

わんぱく武道クラブ
年末年始交通事故防止運動（～1/7)

11 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

会津あすなろ会 ／民生児童委員協議会定例会
みんなと湊まちづくりネットワーク事務局戦略会議

12 木

湊かたりべの会定例会

13 金

湊町さくら会 ／わんぱく武道クラブ
絆「クリスマス会」

14 土

湊しらとり保育園「おゆうぎ会」
スポ少ミニバス福島県優勝大会

15 日

スポ少ミニバス福島県優勝大会

16 月 よろず湊屋フラダンス

区長会定例会
ヨガ倶楽部

湊応援隊(湊小学校)

17 火

第 2 回学校運営協議会

わんぱく武道クラブ

18 水

湊小中冬の祭典

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

19 木

湊中「租税教室」

秋桜会

20 金

小中連携 第 3 回運営会議

湊町さくら会／わんぱく武道クラブ

21 土
22 日
ヨガ倶楽部

23 月 湊なごみの広場
24 火

湊中「校内球技大会」

25 水

第 2 学期終業式
湊しらとり保育園「クリスマス会」

会津あすなろ会

26 木
27 金

わんぱく武道クラブ

28 土
29 日 公民館休館日（～１/３)
30 月
31 火

おせち配布

