
 湊のくに
　湊町のデータ 令和３年９月１日号    

　　　　公民館だより№138号

 発行：会津若松市　湊公民館 　  
 発行人：館長　五十嵐 賢治
 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 　６２４ 世帯 （前月比＋３）

人口 １，５９５ 人 男性 ７７０ 人 女性 ８２５ 人

　　　（前月比＋２）  （前月比±０） 　（前月比＋２）

 　※令和３年８月１日住民基本台帳データより

 ９月の公民館講座のご案内　　　　　　　　 ９月の公民館講座のご案内　　　　　　　　
☆「湊みのりの大学」　
 日時：  ９月１４日（火）　
　　　　　　午前９時４５分　湊公民館　集合
　　　　　　午後３時００分　解散予定

内容：  会津を訪ねる修学旅行
       (お城見学切り絵体験、等）

持ち物：マスク着用　水分補給の飲物

☆「湊なごみの広場」
日時：  ９月２７日（月）
　　　　　午前９時から午後４時３０分まで

内容：  秋の移動学習（作品その２）
     「奥会津文化と女性活躍」
　　　　　

持ち物：マスク着用  水分補給の飲物 

☆「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：  ９月８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：  阿部エミ子さん

　スマートフォン教室を開催！                      　　　スマートフォン教室を開催！                      　　
◎スマホの使い方を学べます！！◎スマホの使い方を学べます！！
　市情報統計課によりスマートフォンの基本の使い方を学ぶ教室が開催されます。
　総務省のデジタル活用支援推進事業の一環で、ご自身のスマートフォンを使用しての参
加費無料の教室です。お気軽にお申込みください。

 日時・内容：第１回　　１０月４日（月）午後１時から４時
　　　　　　　　　（アプリのダウンロード方法、地図アプリの使い方、安全安心に使うために等）
       　 　　　　第２回　　１０月５日（火）午後１時から４時
　　　　　　　　　　（LINE（ライン）、市のアプリの使い方、個別相談会等）

 会場： 湊公民館会議室　　持ち物： マスク着用、ご自身のスマートフォン
 申込受付期間：  ９月６日（月）から９月１３日（月）の午前１０時から午後５時
　　　　　　　　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く）
 申込先：         （株）エヌ・エス・シー（電話：２３－７７７１）
 問い合わせ：   （株）エヌ・エス・シー（電話：２３－７７７１）
　　　　　　　　　　　　 市情報統計課        （電話：３９－１２１４）　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　
 定員： １０名（先着順）



  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　     　        
◎放課後子ども教室「みなとっこ１４５５」

  

　日時：９月２日（木）　午後３時１０分から４時１５分
　対象：湊小学校１年生～３年生
　内容：外国の異文化体験　

◎「湊応援隊」募集中！！
 

　◎湊中学校でのボランティア作業
   日時：９月１６日（木）　午前９時から１１時

　　　　　　

　青少年健全育成協議会から　　青少年健全育成協議会から　
◎｢あとがこわい｣でネット被害防止
　インターネットの悪用により、児童生徒が被害者となる例が報告さ
れています。
　スマホの約束６か条で被害を防ぎましょう。

    　　

　   　

　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。

　７月８日に続いて「放課
後子ども教室」が開催さ
れます。
　台湾、中国、ベトナム出
身の講師の先生がそれ
ぞれのお国柄を紹介し、
カードゲームなどで楽しく
交流する予定です。

台湾の国旗 中国の国旗

ベトナムの国旗
　日本の国旗 

「あ｣：会わないで！（知らない人と）
「と｣：撮らないで！（自分の裸を）
「が｣：画像を送らないで！
「こ｣：個人情報を載せないで！
「わ｣：悪口を書きこまないで！
「い｣：いじめないで！（ネットを使って）

　　　　　　　　　 (福島県警察本部のパンフレットより）



　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　　
　　　　

◎サギソウ展を開催しました。◎サギソウ展を開催しました。
　

　８月９日にみんなと湊まちづくりネットワークの主催により、湊町サギソウ展を開催しました。
　昨年は中止でしたが、湊小中学校をはじめとして、一昨年を上回る１５５点ものサギソウを出
展していただき、検温、消毒、間隔確保などコロナウイルス感染症対策を徹底しての開催で
した。
　来訪者数は一昨年の１８０名に対し、６６名にとどまりましたが、湊町の花としてサギソウを
PR するとともに、カブト虫とメダカの展示も好評でした。

◎「湊町ふるさとサポーター」会員募集中！◎「湊町ふるさとサポーター」会員募集中！
　

◎「こども食堂」へ支援中！！！◎「こども食堂」へ支援中！！！
  みんなと湊まちづくりネットワークは、食事に困っている子どもたちを支援するため、直売所
や出荷できない規格外品を子ども食堂に提供しています。
　ご協力いただける方は、提供をお願いします。

　　集荷日時：毎週水曜日の午前中（午後１時ごろ出荷します。）
　　場所：湊公民館自動販売機前の集荷用「子ども食堂行き」コンテナ

◎「湊もち・そばまつり」を中止します！！！◎「湊もち・そばまつり」を中止します！！！
  ８月４日の定例会において、昨年と同様に１１月に開催していた「湊もち・そばまつり」の中
止が決定されましたのでお知らせします。

　 湊町出身で県内や全国に在住の
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３千円で、会員特典とし
て湊のふるさと情報をお届けすることと
しています。
　地域外に在住のご親族にお勧めくだ
さい。



　　　　　　　　

生涯学習カレンダー ９月 　 ８月２０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 大正琴サークル／まちづくりネットワーク定例会

2 木 湊中「全会津駅伝大会」／湊小「避難訓練」 秋桜会 

3 金 わんぱく武道

4 土 湊地区敬老会⇒中止

5 日 湊地区町民運動会⇒中止

6 月 湊地区健康診断 ヨガ倶楽部 

7 火 湊中「1 日体験学習」（1･3 年）

　　　「職場体験 1 日目」（2 年）

わんぱく武道 

8 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

介護予防教室 

湊中「職場体験 2 日目」(2 年） まちづくりネットワーク事務局戦略会議

9 木

10 金 絆「敬老会」／民生委員協議会定例会

大正琴サークル／わんぱく武道 

11 土

12 日

13 月 ヨガ倶楽部 

14 火 湊みのりの大学 湊小「崎川浜水質調査」4 年 わんぱく武道 

15 水 介護予防教室 湊小「自然教室」4・5 年 大正琴サークル／まちづくりネットワーク役員会

16 木 湊応援隊　湊中 湊かたりべの会定例会／秋桜会 

17 金 めだかの学校 わんぱく武道 

18 土 湊公民館定期清掃 スポ少 AIZU ミニバスジュニアカップ大会

19 日 スポ少 AIZU ミニバスジュニアカップ大会

20 月 湊小「会津まつり　鼓笛パレード」⇒中止

21 火 湊中「森林学習」（１年） わんぱく武道／秋の全国交通安全運動（～9/30）

22 水 湊中「生徒会立会演説会」「英語コンテスト」

23 木 スポ少 AIZU ミニバスジュニアカップ大会

24 金 湊中「第 3 回実力テスト」 大正琴サークル／わんぱく武道  

25 土 スポ少 AIZU ミニバスジュニアカップ大会

26 日

27 月 湊なごみの広場 ヨガ倶楽部 

28 火 わんぱく武道 

29 水 介護予防教室 湊小「市小学校陸上大会」6 年 

湊中「定期テスト」（～9/30）

30 木 湊中「走る美術館開館セレモニー」


