
湊のくに
　湊町のデータ 令和２年４月１日号    

　　　　　　公民館だより№121号

 発行：会津若松市　湊公民館 　  

 発行人：館長　上野　栄一

 所在地：湊町大字共和字西田面 45 番地

 電話：９３‐２４６１　 ＦＡＸ：９３‐２４６２

世帯数 　６３７ 世帯 （前月比＋１）

人口 １，６８８ 人 男性 ８１３ 人 女性 ８７５ 人

　　　　（前月比△１）  （前月比±０） 　（前月比△１）

 　※令和２年３月１日住民基本台帳データより

　　 ４ ４月の公民館講座のご案内月の公民館講座のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※新型コロナウイルス感染症対策により中止又は延期となる場合があります。
☆「サギソウ植栽講習会」
　湊町の花「サギソウ」の植栽講習会を次のとおり開催します。つくり方、管理の方法、

増やし方、楽しみ方についての講習会です。

　ご自身で「サギソウ」を育て、８月に開催する展示会に出品しましょう！！

 日時：４月２４日（金）　午後１時３０分から３時
　　　　　　（変更の有無はお問合せください。）
 講師：講師：阿部孝男さん阿部孝男さん

  費用：：受講料は無料ですが、球根は実費です。

 持参品:植木鉢、ミズゴケ又は鹿沼土　

 定員：２０名

 申込み:４月  １５日  (  水  )  まで　　 　 

☆「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：４月６日（月）及び４月２０日（月）　午前１０時から１１時３０分
講師：板橋麻美さん　板橋麻美さん　

　はら笑楽交プロジェクト実行委員会から　　　    　　     　　　はら笑楽交プロジェクト実行委員会から　　　    　　     　　
◎カフェはら笑　４月５日再オープン
　いよいよ４シーズン目を迎えました。冬期間のお休み

をいただいていた「カフェはら笑」が４月５日（日）
午前１１時から再開します。

　　毎週日曜日の午前１１時から午後３時まで営業していま

す。ぜひお出かけください。



　湊地区地域学校協働本部から                　　　湊地区地域学校協働本部から                　　
◎「湊応援隊」募集中！！
 

◎湊小学校での図書ボランティア作業　　　　　  
日時：４月１６日（木）　午前９時から１１時　

 みんなと湊まちづくりネットワークから      みんなと湊まちづくりネットワークから     
◎ＮＰＯ法人として法人格を取得しました！◎ＮＰＯ法人として法人格を取得しました！
　　「みんなと湊まちづくりネットワーク」は３月にＮＰＯ法人として登録され、これまでの任意

団体から一歩進んで法人として事業を実施できる体制が整いました。

　　このことによって、さらに充実した活動を行ってまいりますので、皆様のご支援ご協力を

お願い申し上げます。

◎令和２年度総会開催！◎令和２年度総会開催！
　　令和２年度の総会を次の通り開催します。ＮＰＯ法人として出発する総会です。

　　日時：４月２２日(水)午後６時３０分から

　　会場：湊公民館会議室湊公民館会議室

 湊町区長会より　     湊町区長会より　    　  　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　
☆令和２年度の体制が決定しました
３月２３日に湊区長会総会を開催し、令和２年度の人員体制が次のように決定されました。

区長会会長 みんなと湊まちづくりネットワーク理事長 西田面区長 小檜山　昭一

副会長 ふれあいまちつくり推進協議会会長 原区長 佐藤　公

副会長 湊町環境美化推進協議会会長 東田面区長 二瓶　光喜

副会長 湊防犯水難防止協議会会長 崎川区長 渡部　孝一

副会長 湊地区保健委員会委員長 赤井区長 佐藤　俊喜

☆利用できます！みなと町民バス
　特別養護老人ホーム絆さんより、バスを無償で譲渡していただきました。

　２０人乗りです。各世帯に維持管理費として１戸５００円（年額）をご負担いただくことで、

運転手（中型限定解除免許）の手配と燃料費の負担で利用できます。

　集落、各種団体単位で申込してください。、利用日の属する月の３か月前の初日から予

約できます。

　問合せ先：みんなと湊まちづくりネットワーク事務局 080-6011-3710 へ

　湊地区地域学校協働本部は、地域全体で学校
運営を支援する事業を進めています。　
　ご都合のつく時間帯だけの参加も歓迎します。 
ご協力をお願いいたします。

湊小図書室でのボランティア作業です



┷湊公民館からのお知らせ┷
☞代表者などの変更届を提出してください！
　公民館利用団体登録をされている団体で、代表の方や連絡先等が変わった場合は、忘

れずに団体登録変更届の提出をお願いいたします。

　本年３月３１日有効期限の利用団体登録証を返還し、新たに交付した令和４年３月３１日

有効期限の登録証を使用してください。

☞お気軽にご利用ください！
　公民館は皆が学ぶ機会・集う場・学習情報の提供・学習の仕方の相談を行っています。

お気軽にご相談ください。会場利用にあたっては、利用したい日の３日前までに、申し込

みをお願いいたします。　予約は利用したい月の２か月前の５日（休日の場合はその前日）

からできます。　６月分は、４月３日（金）から受付いたします。

　 　公 民 館 図 書 室 ・ 新 刊 図 書 の ご 紹 介　　
 次の２７冊の新刊が⼊りました。ぜひご利⽤ください。
☆児童図書

〇「いただきます」を考える

〇マークの図鑑

〇わたしたちの家が火事です

〇たまたまたまご

〇はっはっはくしょーん

〇みーんなねちゃった?

〇でたでたでた

〇しょうがくせいのおばけずかん

〇みちのく妖怪ツアー

　生源寺 眞一／著

　児山 啓一／監修

　ジャネット　ウィンター／文　絵

　内田 麟太郎／文

　たあ先生／作

　オードレイ　プシエ／作

　りとう ようい／作

　斉藤 洋／作

　佐々木 ひとみ／作

　少年写真新聞社

　小学館

　鈴木出版

　文研出版

　KADOKAWA

　BL 出版

　絵本館

　講談社

　新日本出版社

☆一般図書
〇「心育。」という生き方

〇老いのトリセツ

〇新しいタンパク質の教科書

〇みその教科書

〇 yupinoko's DIY BASIC LESSON

〇私たちの好きな服とバッグ

〇おかずがいらないごっついスープ

〇てんきち母ちゃんのらくべん!

〇こんなときどうしたらいいの?感情的にならない子育て

〇医者が教える赤ちゃん快眠メソッド

〇いしばしなおこの縁起物折り紙

〇一切なりゆき

〇いくつになっても

〇御社のチャラ男

〇通夜女

〇まむし三代記

〇ウミガメみたいに飛んでみな

〇インタビューズ

  江川 康子／著

　石川 恭三／著

　上西 一弘／監修

　岩木 みさき／著

　ゆぴのこ／著

　岡崎 光子／著

　きじま りゅうた／著

　井上 かなえ／著

　高祖 常子／著

　森田 麻里子／著

　いしばし なおこ／著

　樹木 希林／著

　中野 翠／著

　絲山 秋子／著

　大山 淳子／著

　木下 昌輝／著

　木村 椅子／著

　堂場 瞬一／著

　幻冬舎メディアコンサルティング

　河出書房新社

　池田書店

　エクスナレッジ

　学研プラス

　グラフィック社

　家の光協会

　ダイヤモンド社

　かんき出版

　ダイヤモンド社

　ブティック社

　文藝春秋

　文藝春秋

　講談社

　徳間書店

　朝日新聞出版

　光文社

　河出書房



生涯学習カレンダー ４月 　 ３月２５日現在　　

※新型コロナウイルス感染症対策により中止又は延期となる場合があります。　主催団体にご確認ください。

日 曜 公民館関連行事・市の事業 学校･保育園･スポ少関連行事　 地域団体関連行事

1 水

2 木

3 金 わんぱく武道クラブ 

4 土

5 日

6 月 よろず湊屋フラダンス教室 湊小･湊中「入学式」 湊区長会定例会／わんぱく武道クラブ

7 火

8 水 湊小・湊中「交通教室」 民生委員児童委員協議会定例会

大正琴サークル 
みんなと湊まちづくりネットワーク　事務局戦略会議

9 木

10 金 大正琴サークル／わんぱく武道クラブ 

11 土

12 日

13 月 湊中「家庭訪問」① ヨガ倶楽部 

14 火 湊中「家庭訪問」② わんぱく武道クラブ 

15 水 手工芸教室「メダカの学校」
みんなと湊まちづくりネットワーク役員会

16 木 湊中「家庭訪問」③

17 金 わんぱく武道クラブ 

18 土

19 日

20 月 よろず湊屋フラダンス教室 ヨガ倶楽部 

21 火 わんぱく武道クラブ 

22 水 大正琴サークル 
みんなと湊まちづくりネットワーク　定例会

23 木 湊小「サギソウ植栽講習会」

24 金 サギソウ植栽講習会 湊中「サギソウ植栽講習会」

湊小「家庭訪問」①
大正琴サークル／わんぱく武道クラブ 

25 土

26 日

27 月 湊小「家庭訪問」② ヨガ倶楽部 

28 火 湊小「家庭訪問」③ わんぱく武道クラブ 

29 水

30 木


