湊のくに
湊町のデータ
世帯数
人口

６２０ 世帯

（前月比△５）

１，５９０ 人 男性 ７６７ 人 女性 ８２３ 人
（前月比△７）
（前月比△４）
（前月比△３）
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１２月の公民館講座のご案内
☆『募集』

冬のミニコンサート「湊なごみの広場」公開講座

「酒飲亭いさん」さんの落語会

と き： １２月１３日（月） 午前１０時から１１時３０分まで
ところ： 湊公民館会議室
持ち物： マスク着用 水分補給の飲物

平成２６年文化祭での防犯落語から７年ぶりの公演。
演目も新たに、湊町の皆さんに久々にお届けします！！
コロナ対策のため事前申し込みが必要です。
一般参加は先着２０名
問い合わせはＴＥＬ９３-２４６１湊公民館まで

☆「湊みのりの大学」
日時： １２月１４日（火）
午前１０時から１１時４０分まで
内容： 懐かしの幻燈会 （95 分）
持ち物：マスク着用･筆記用具 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、児童と園児の情操教育のために昔語りや本
の読み聞かせをします。
日時：１２月１５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

☆初開催「第１回公民館プラレール運転会」
日時： １２月１８日（土） 午前１０時から（午前中）
内容： プラレールを持ちよって、線路をつなげて楽しみます。
こども・おとな（小さいお子さんは保護者同伴）先着 30 名
持ち物： なまえを書いた車両とレール ・上履き
申込み： ハガキ・FAX・直接来館で１２/１０（金）まで公民館へ（土・日・祝は除く。）

湊かたりべの会から

◎「みなと昔がたりの会」を開催します！！
湊かたりべの会の会員が湊
にまつわる昔ばなしを披露し
ます。
ぜひおいでしください。会場
へは「みなとバス」が利用でき
ますのでお問合せください。

日時：１２月１６日（木）及び
令和４年１月１３日（木）
午前１０時から１１時３０分

湊かたりべの会による過去の文化祭
での口演場面です

会場：旧「みなと」（田中介護センター）の２階
お問合せ：湊かたりべの会（会長：田中フミ子 ) 090-2364-2583
みなとバスの利用申し込み： 080-6011-3710

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。
◎湊中学校：とうふもちづくり(中学校１年生対象）
日時：１２月１日（月） 午後１時３０分から
◎湊小学校：昔あそび（小学校１年生対象 けん玉、あやとり、竹とんぼなど）
日時：１２月２日（木） 午前９時２５分から１０時３０分
◎湊小学校：とうふもちづくり（小学校５･６年生対象）
日時：１２月１４日（火） 午後２時から３時３０分

みんなと湊まちづくりネットワークから
◎「大イチョウ夜会 2021」
2021」
が開催されました！
「Ｒ２９４ 湊翔（みなと）会」の主催、 NPO 法人
「みんなと湊まちづくりネットワーク」の共催で１１月
６・７日と１３・１４日に開催された大イチョウ夜会は、
約９００人の来訪者を迎えることができました。
湊町のみなさまをはじめ、はるばる遠方からもお
越しいただきありがとうございました。

祝！！みなとスポーツ少年団と星繁さんが受賞！！
◎みなとスポーツ少年団が「優良団体賞」
星繁さんが「功労賞」を受賞！！
「みなとスポーツ少年団」は
、長年にわたるスポーツの実
践と指導育成の活動に対し、
福島県スポーツ少年団本部
会津支部長から「優良団体
賞」の表彰を受けました。
さらに経沢地区の星繁さん
が長年の功績に対し「功労
賞」を受賞しています。

祝！！「あいづっこ宣言表彰」受賞！！
◎坂内清一さんが「普及功労賞」を受賞！！
原地区の坂内清一さんは、見守り隊の隊長として、子供達の登
下校の安全を見守る活動に年間を通して取り組み、また長年にわ
たり湊地区青少年育成推進協議会の役員、会長として、さらに市
民会議運営委員長として、地区の各種健全育成活動に積極的に
取り組んだ功績に対し、市長から「“あいづっこ宣言”普及功労賞」
の表彰を受けました。

公民館図書室・新刊図書のご紹介
次の２２冊の新刊が入りました。ぜひご利用ください。

☆一般図書
最澄と徳一
知って得する!口から健康お役立ち BOOK
ぶたやまかあさんのやり過ごしごはん
飯ごうレシピマスターブック
大人の片づけ
焚き火をとことん楽しむ
子どもはできても大人はできない!?まちがいさがし
涙のあとに、微笑みを
貝に続く場所にて
夜行秘密
バニラな毎日
噂を売る男
嗤う淑女二人
出版禁止

師 茂樹／著
日本訪問歯科協会／監修
やまもと しま／著
かほなん／著
一田 憲子／著
ガルヴィ編集部／編
北村 良子／監修
浅田 宗一郎／著
石沢 麻依／著
カツセ マサヒコ／著
賀十 つばさ／著
梶 よう子／著
中山 七里／著
長江 俊和／著

☆児童図書
ドン・ウッサ グッスリだいぼうけん!
ねこまめ
めんめんレース
よくみると…
おばけにプレゼントくれませんか?
おふろひえてます
だーっこだっこ
おまつりのおばけずかん

キューライス／著
長井 理佳／ぶん
五味 ヒロミ／ぶん
shimizu／作 絵
せき ゆうこ／作 絵
とよた かずひこ／作 絵
にへい たもつ／作
斉藤 洋／作

生涯学習カレンダー １２月

１１月１５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

1

水

2

木

3

金

大正琴サークル／わんぱく武道

4

土

わんぱく武道

5

日

6

月

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
みんなと湊まちづくりネットワーク定例会

湊中「第 5 回実力テスト」

秋桜会

湊地区民生児童委員協議会定例会
ヨガ倶楽部

7

火

わんぱく武道

8

水

メダカの学校

9

木

10 金

大正琴サークル／わんぱく武道
年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動（～1/7）

11 土

湊しらとり保育園「おゆうぎ会」
スポ少ミニバス第 1 回ウインターカップ

12 日

スポ少ミニバス第 1 回ウインターカップ

13 月 湊なごみの広場(公開講座）

ヨガ倶楽部

14 火 湊みのりの大学

わんぱく武道

15 水 湊しらとり保育園「かたりべ」

湊小中「冬の祭典」

16 木

みんなと湊まちづくりネットワーク役員会

秋桜会／みなと昔がたりの会

17 金

小中連携運営会議➁

18 土 公民館プラレール運転会

スポ少ミニバス第 1 回ウインターカップ

わんぱく武道

19 日

湊町区長会定例会

20 月

ヨガ倶楽部

21 火

わんぱく武道

22 水
23 木

2 学期終業式

24 金

湊しらとり保育園「クリスマス会」

25 土

わんぱく武道

26 日
27 月
28 火
29 水 公民館休館日（～１/３)
30 木
31 金

大正琴サークル

おせち食材配布

