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世帯数・・・・・　６７６世帯
人　口・・・・・１，４４４人
おとこ・・・・・　　６７３人
おんな・・・・・　　７７１人
（令和２年 ４月 １日現在）
※住民基本台帳の人口です。

大戸岳
　（ E-mail  161063 ＠ tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp ）

令和２年５月号

防犯ﾎﾟｽﾀｰ・標語を募集しています

＜生きがい講座＞
　●開講式
　　○日程：５月10日（木）午前９時００分～　（午前９時～写真撮影）
　　○内容：『朗読で楽しく脳トレ!!』（内容変更有）
　　　　　　　講師：　矢吹　貴美　氏
　　○準備：開講式前に各個人の写真撮影を
　　　　　　　行ないますので、ご準備をお願い
　　　　　　　いたします。

＜通信俳句講座＞
　●開講式
　　○日程：５月１５日（火）午後１時30分 ～
　　○内容：俳句の基礎知識や上達するポイ
　　　　　　　ント等を学びます。
　　　　　　　講師：小林　雪柳　氏（会津俳句連盟会長）　

＜わらべ塾＞
　●開講式
　　○日程：５月1２日（土）午前９時３０分～
　　○レクリエーションで体を動かし、みんなで
　　　　お昼を一緒に食べます。

　　　定員に達していない講座は、現在も受講申込みを受付して
　　おりますので大戸公民館までお問合せください。

　◆問合せ先：大戸公民館 ９２－２３７３

異動職員あいさつ

　　ポスター・標語・青パト写真ともに小・中学生の部だけではなく、
高校生・一般の部もありますので、ご応募くださいますようお知らせ
いたします。
　　応募のきまりなどは、公民館にある募集のチラシや県防犯協会
連合会のＨＰにてご確認ください。
　　　・締切り５月 22 日（火）必着
○ 担当：会津若松警察署生活安全課生活安全係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎２２－５４５４（内線２６１・２６２）

　この春の人事異動により、地元大戸
市民センター（大戸公民館）に着任い
たしました。
　大戸地区は市内の中で最も高齢化
が進んでおり、人口も多い時と比べ
ると 3 分の１以下になっています。
　大戸地区活性化のため、少しでもお
役に立てればと思いますのでよろしく
お願いいたします。

大戸町区長会総会開催

　                                             ４月１０日（金）大戸公民館にお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いて令和２年度の大戸町区長会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総会が開催されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総会では、令和元年度の事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告・決算報告・令和２年度の事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業計画・予算について議論が交
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わされ承認されました。
　また、大戸町区長会役員改選に伴い区長会長に星憲隆宮内区
長が選出されました。また、大戸町区長会にご尽力された故小山
傳様、渡部正美様、大竹睦夫様に感謝状が贈呈されました。

令和２年度大戸町区長会名簿（敬称略）

地区名 氏　　名 備　考

上小塩 長谷川光弘 監　事

芦ノ牧 芳賀　修二

舟　子 渡部三千雄

桑　原 芳賀　良隆

闇　川 加藤　賢一

黒　森 小山　利光 監　事

小　谷  鈴木　幸作 　

地区名 氏　　名 備　考

石　村 遠藤　修弘

下雨屋 佐藤　廣行

宮　内 星　憲隆 会　長

上雨屋 佐竹　信幸　 副会長

南　原 小林　達矢 会　計

香　塩 栗川　万正 副会長

大豆田 鹿目　栄

☆主幹　小林　重隆　  

職　名 氏　名 所　属

支 部 長 星　憲隆　 区長会

副支部長 小林　秀喜
防犯

パトロール

〃 古俣　厚弘 消防団

常任
理事

佐藤　新一 防犯連絡所

令和２年度防犯協会大戸支部役員（敬称略）

職　名 氏　名 所　属

常任
理事

栗原　正幸 交通安全

会　計 小林　達矢 区長会

監　事 芳賀　良隆 区長会

監　事 芳賀　幸光
民生児童
委員会

こばやし　しげたか

大戸地域学校協働本部事業（学校支援
活動・放課後子ども教室）について

☆主査　土沼　英幸　  
つちぬま　ひでゆき

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大戸公民館を下記の期
間休業することになりました。
　会議室などの施設の利用ができなくなるため、皆様には大変ご不
便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
　【休業期間： 4月 22 日（水）～ 5月 6日（水）】
〇休業期間中の土・日・祝日は、公民館は完全閉館となります。
〇休業期間中の貸館予約はできません。予約受付は、休業期間あ
けの５月７日からとなります。
〇併設しております大戸市民センターは、通常どおり業務を行いま
す。住民票など各種証明の発行や納税等窓口は、上記期間中も、
土・日・祝日を除き、午前 8時 30 分から午後 5時までご利用いただ
けます。

※ 　５月６日までの休業予定でありますが、状況に応じて休業期間
の延長もありますので、あらかじめご承知いただきますようお願い
申し上げます。なお、ご不明な点は、公民館まで、お問い合わせくだ
さい。よろしくお願いいたします。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：大戸公民館☎ 92-2373 　

大戸公民館臨時休業のおしらせ

公民館主催事業について

　新型コロナウィルスの影響により、本年度公民館主催事業は、開
催を延期させていただいております。皆様には、大変ご迷惑をおか
けし、申し訳ありません。ご応募いただいた皆様には、開催の見込
みが立ち次第、あらためてご連絡申し上げますので、よろしくお願い
いたします。　
　　　　                             　〇担当　：　大戸公民館　☎ 92-2373

　 4月に着任し、通勤途上の桜や若葉
など豊かな自然に癒されながらひと月
がたちました。
　コロナウイルス感染等の自粛や規制
で暗いムードが蔓延しておりますが、
大戸市民センター（大戸公民館）に訪
れる地元の方は皆さん元気で、私もそ
の元気の一部をいただいているおもい
です。
　今後地域の方々の少しでもお役に立
てるよう努めますので、みんなで「がん
ばっぺなし」。

　地域の皆様には、日ごろより学校協働本部事業にご協力いただき
ありがとうございます。本年度も４月より事業開始を予定しておりまし
たが、新型コロナウィルスの影響により、事業開始を見送らせていた
だいておりますので、ご了承お願いいたします。
〇５月の学校支援活動は休止といたします。
〇放課後こども教室は６月より開催を予定しておりますが、状況を見
ながら、安全管理員、活動指導員のご協力をお願いをさせていただ
きますので、よろしくお願いいたします。
                                                      〇大戸公民館　☎ 92-2373



生涯学習カレンダー  ５月　 ４月 20 日現在

※この予定は、４月 20 日現在です。変更等の場合がありますので、
　  各団体にお問い合せ願います。太字は、公民館主催事業です。

おたっしゃたより（第３包括）
日 曜 公民館・学校・団体等行事予定 六曜・暦

1 金 中学校（第１回防火診断） 赤口

2 土 先勝

3 日
友引
憲法記念日

4 月
先負　
みどりの日

5 火
仏滅　
こどもの日

6 水
大安
振替休日

7 木 大戸スポーツウエルネス吹矢クラブ、小学
校（クラブ①）、中学校（家庭訪問～１１日）

赤口

8 金 体連バレー、中学校（生徒会総会） 先勝

9 土 大戸公民館定期清掃、体連卓球 友引

10 日 交通安全協会女性部会大戸支部 先負

11 月 大戸 FC 、小学校（全校朝会）、中学校（朝の会） 仏滅

12 火
小学校（尿検査、歯科検診①、児童会活
動）、中学校（第３回職員協議会、尿検査１
次）

大安

13 水
小学校（移動図書館）、中学校（全会津中
体陸上大会～ 14日）

赤口

14 木 大戸スポーツウエルネス吹矢クラブ 先勝

15 金 べっぴん３Ｂ、体連バレー 友引

16 土 体連卓球 先負

17 日 仏滅

18 月
大戸 FC 、小学校（全校朝会）、中学校
（ HQU 、学校生活アンケート）

大安

19 火 小学校（耳鼻科検診） 赤口

20 水
小学校（田植え、クラブ②、読み聞かせ）、
中学校（第２回専門委員会、第３回職員会
議）

先勝

21 木
大戸スポーツウエルネス吹矢クラブ、中学
校（職員打合せ、避難訓練、耳鼻科検診）

友引

22 金
体連バレー、小学校（眼科検診）、中学校
（眼科検診、　尿検査２次）

先負

23 土 体連卓球 仏滅

24 日 大安

25 月
大戸 FC 、小学校（全校朝会、種目説明

会）、中学校（朝の会、主題研報告会（国美

道））

友引

26 火
小学校（児童会活動）、中学校（中体連総

合大会プロ編）
先勝

27 水 中学校（主題研報告会（英音特支） 友引

28 木

大戸スポーツウエルネス吹矢クラブ、生け
花クラブ、小学校（心電図検査 1.4年）、中
学校（職員打合せ、主題研報告会（社数体
活）プール清掃）

先負

29 金
体連バレー、中学校（第１回英検、主題研

報告会（理技家）月末統計（１８日）
仏滅

30 土 体連卓球、小学校（クラブ③） 大安

31 日 赤口

◇お知らせ◇

会津若松市若松第３地域包括支援センター　℡３８‐３０９０

　 5月、花が咲き山の緑が映え華やかな『鯉のぼ
り』が青空を気持ちよさそうに泳ぐ景色が見られま
す。この『鯉のぼり』、もとは真鯉（黒い鯉）だけだっ
たのが、のちに緋鯉、青鯉となり家族を表し、子ど
もの健やかな成長を願うものとなったようです。
　福島県にも新型コロナウイルスの感染が広まっ
ています。外出先から帰宅したら念入りに【うが
い・手洗い】をしてください。
　地域包括支援センターでは、皆さんの健康につ
ながるよう、アドバイスをさせていただきます。介
護に関わる予防法や、介護保険等についてもご
相談をお受けいたしますので、お気軽にご連絡く
ださい。

コロナウイルス感染症対策について

会津若松市大戸公民館ホームページ
   https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007081001115/

小学校よりおしらせ

　福島県内でも新型コロナウイルス感染症が広がっています。
　本市もイベントや会議などの中止または、延期をしているとこ
ろであります。
　新型コロナウイルス感染を防ぐため、マスク着用や咳エチ
ケット、手指衛生等に加え、『３つの密（密閉・密集・密接）』を避
けてください。
　『３つの密』が重ならない場合でも、感染しないように、出来る
だけ『３つの密』を避ける行動の徹底をお願いいたします。
　野外でも、密集・密接には、注意してください。特に人混みに
近づいたり、大きな声で話すのは避けましょう。
　『密集』しないよう、人と人の距離をとるために・・・・
①他の人とは十分な距離を取り前の人に近づきすぎないよう
　　注意しましょう。
②座席では、隣の人と 1 つ飛ばしに座ると距離が保たれます。
　　また、真向かいに座らず互い違いに座るのもよいとされてい
　　ます。
③エレベーターでは、多くの人と密集してしまいます。混み合っ
　　ているときは、１本遅らせたり少しの移動のときは、健康の
　　ために階段を利用しましょう。
④外出先からお戻りの際は必ず石鹸等で手を洗い、うがいを
　　しましょう。

　　『大戸岳４月号』に掲載いたしました、５月１８日（月）午後３時１５
分からのお囃子の練習を予定しておりましたが、新型コロナウイル
ス感染症の対策のため中止といたします。
　また、５月 30 日（土）の開催予定でありました、大戸小・大戸町合
同運動会も中止といたしました。
　詳細につきましては、大戸小学校までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　〇問い合わせ先：　大戸小学校　電話 92-2504

ご協力をお願いします

　全国的に深刻な『マスク不足』が発生し、マスクの入手が難しい状況にあり
ます。このことから、子供たちへの感染防止等を目的として、地域の皆様や
関係団体の皆様へご協力をお願いし、手づくりマスクを子供たちに贈りたい
と考えております。作製に関する全てを、皆様のご好意に委ねる取組となっ
ておりますので、趣旨にご賛同いただける方は、ご協力をお願いします。
　マスクは布製で、未使用の布での作製をお願いします。作製方法に基準は
ありません。子供達が安全に使用できるものをお願いします。ご寄付いただ
いたマスクは、大戸公民館でお預かりし、小中学校等へお届けします。
初期のお預かりは、５月１５日を期限としてお願いし、以降は随時お受けした
いと存じます。また、ご自宅に材料がない方、作業だけでも協力いただける
方もご連絡ください。よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇問合せ先：大戸公民館 　電話９２－２３７３
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