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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１１日（火）
午前１０時から１１時３０分まで
（午前中での開催です）
内容：ロコモ体操
(第５包括指導で足腰伸ばし）
持ち物：運動の服装･上履きｼｭｰｽﾞ･水分
補給の飲物 マスクで来館ください

☆「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１９日（水）
午前１０時３０分から１０時４５分
対象：保育園３歳児以上
担当：渡部幸子さん

☆「湊なごみの広場」
日時：８月３１日（月）午前１０時から
内 容：移動学習から変更の予定です
持ち物：水分補給の飲物・
マスクで来館ください

☆「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３日（月）及び８月２４日（月）
午前１０時から１１時３０分
講師：田邉麻美さん

「湊 ★ わんぱく教室」募集中！
～家庭や学校では経験できないさまざまな体験学習を提供します～
本年度の「湊 ★ わんぱく教室」を開講します。 保護者同伴も歓迎です。
年３回の予定です。お申込みは８月７日（金）まで 定員２０名
日時：第１回 ８月２９日（土）９：００～
内容：防災サバイバル体験（台風や地震など種類別の防災・どうやったら生き残れるか）
1.
1.

今年度の湊町文化祭を中止します

◎１１月３日（火）に開催を予定していた文化祭が中止
今年度の文化祭の開催について７月２２日(水）に文化祭参加団体の代表者が集まり協
議した結果、全会一致でやむなく中止との判断に至りました。
2.
2.

原地区「納涼盆踊り」を中止します

◎８月１３日（木）に開催を予定していた「納涼盆踊り」が中止
原育成会及び白百合子ども会は、原地区で開催していた盆踊りを中止することとしまし
た。

青少年健全育成協議会から
◎湊地区にもいくつもの危険箇所があります。
お子さんが遊んでいたら一声かけて注意を促してください。
☞交通事故の危険箇所
上馬渡のセブンイレブン前道路は交通量が多く、駐車車両の出入りもあります。このほ
か四ッ谷の歩道が途中で切れ、見通しの悪いカーブで横断しなければならない箇所、各
地区の工事中の箇所などがあります。

☞水難事故の危険箇所
各地区の防火用水、堤や水門など特に柵のない箇所については危険です。

☞空き地空き家などの危険箇所
空き家は老朽化して腐食によるひさし部分の落下などの危険があります。

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１口 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とともに、２口以
上の方には湊ＰＲバンドのＣＤと湊町の特産品をお送り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！！
７月１１日にオープンした産業振興部会の直売所が営業中です。
今年の営業時間はお昼までとなっています。お早目にお出かけください。
営業時間：毎週土・日 午前９時から正午まで

◎第２回「”おでかけ”ふれあいサロン」開催します！！
「みんなと湊まちづくりネットワーク生活福祉部会」は８月３０日（日）に限定１０名様で
「買い物ツアー」として第２回「”おでかけ”ふれあいサロン」を開催します。
詳細は別紙チラシをご覧ください。

湊地区地域学校協働本部から
◎「湊応援隊」募集中！！
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。
◎湊小学校での花壇草むしり作業 日時：８月１８日（火） 午前９時から１１時

祝！！「県自治会連合会表彰」受賞！！
◎湊町区長会長「小檜山昭一さん」が受賞！！
７月１７日に郡山市で表彰式が行われ、小檜山昭一さんが「西
田面区長」、「湊町区長会長」として地域の住民組織の発展に
努め、住民福祉の向上と安心で安全なまちづくりに大きく貢献
してきた功績に加えて、「市区長会厚生部長」、「市区長会監
事」として積極的に事業の推進にあたり、組織の発展や自治振
興に大きく寄与してきた功績に対して「令和２年度福島県自治
会連合会表彰」を受賞しました。

祝！！「あいづっこ宣言表彰」受賞！！
◎「堀内 孝さん」「湊地区青少年育成協議会」が受賞！！
７月１３日に市青少年育成市民会議会長の市長から表
彰状が手渡されました。
堀内孝さんが、スポーツ少年団の団長としての活動とと
もに、朝のあいさつ運動に積極的に参加するなど地域の
青少年健全育成に大きく貢献した功績に対して「あい
づっこ宣言推進協力賞」を受賞しました。
「湊地区青少年育成協議会（会長 小檜山寿範さん）が
「あいづっこ宣言推進事業賞を受賞しました。

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。

☆一般図書
そのとき、どうする?
0・1・2 歳児の発達に合った
楽しい!運動あそび
佐々木正美の子育て百科
旬を楽しむおとなの
献立 12 カ月
奥会津の郷土料理 祝い膳

☆児童図書
甘中 繁雄／監修
柳澤 友希／著
佐々木 正美／著

小平 泰子／著
奥会津五町村活性
化協議会／[編]
毎日おいしい!鶏むね肉レシピ 牛尾 理恵／著
魅せる苔テラリウムの作り方 石河 英作／著
はじめての絵手紙百科
小池 邦夫／著
おっぱい先生
泉 ゆたか／著
夜の向こうの蛹たち
近藤 史恵／著
奈落で踊れ
月村 了衛／著
少年と犬
馳 星周／著
クロス
山下 紘加／著

わたしたちの
カメムシずかん
うれしいぼんおどり
いっしょにいてね
おかいもの
おさんぽ
きょうからほいくえん
ジェンと星に
なったテリー

鈴木 海花／文
すとう あさえ／ぶん
ポリーヌ ドゥラブロワ
=アラール／作
前田 まゆみ／さく え
前田 まゆみ／さく え
エヴァ
モンタナーリ／作
草野 あきこ／作

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 土
2 日
3 月 よろず湊屋フラダンス

ヨガ倶楽部

4 火

民生児童委員協議会定例会
わんぱく武道クラブ

5 水

大正琴サークル／ネットワーク定例会

6 木

秋桜会

7 金

大正琴サークル／わんぱく武道クラブ

8 土
9 日
10 月
11 火 湊みのりの大学

わんぱく武道クラブ

12 水
13 木
14 金
15 土
16 日
17 月

ヨガ倶楽部

18 火 湊応援隊（湊小）

わんぱく武道クラブ

19 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

めだかの学校
みんなと湊まちづくりネットワーク 事務局戦略会議

20 木

第 2 学期始業式(8/25 から変更）

21 金

秋桜会
大正琴サークル／わんぱく武道クラブ

22 土
23 日

湊小「ＰＴＡ愛校活動」
湊中「PTA 親子除草作業」

湊町区長会定例会

24 月 よろず湊屋フラダンス

ヨガ倶楽部

25 火

わんぱく武道クラブ

26 水

みんなと湊まちづくりネットワーク役員会
大正琴サークル／絵手紙サークル「ジョイ」

27 木

湊地区地域包括ケア会議

28 金

わんぱく武道クラブ

29 土 湊★わんぱく教室
30 日
31 月 湊なごみの広場

湊中「パラリンピック金メダリスト
鈴木猛史氏 講演」

ヨガ倶楽部

