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●協力：会津美里町社会福祉協議会 楢葉町社会福祉協議会
震災からの復興に向けて会津美里町で暮らすみなさんと地域を結ぶ情報紙
会津美里町で仮設住宅・借上げ住宅におすまいのみなさんに情報の提供を通して、
お互いが交流を深めるための情報紙『おたがいさま新聞』
を
お届けしました。応急仮設住宅内の催事や美里町内の見どころなどを紹介します。

サロンならは

●14日（火）
１３:0０〜１５:0０
【サポートセンターにて】

会津の笹まきづくり

一晩ほど水に浸したモチ米を、新芽の笹の葉で三角の形に巻いて
イグサで結びます。１房に５個を束ねてゆであげ、吊り下げて保

楢 葉 町 以 外 か ら 避 難 さ れ てい る
方 も ︑自 主 避 難 さ れている 方 も ︑
お気軽にご利用いただけます

7月の
予定

宮里ふれあい館
《ふれあいの場・憩いの場》

（ご利用可能時間）午前9時〜午後9時
＊児童館・イベント等でご利用出来ない場合もあります。
＊大人から子どもまで利用出来ます。
＊ダンス教室や合唱サークルなど、幅広く利用可能です。
初参加
●月曜日：ハンドメイド教室 10:00〜11:30
大歓迎♪
( 初心者でもできる！刺し子縫い）
●水曜日：グランドゴルフ、カラオケ体操（15:00〜15:30)
●木曜日：大正琴教室 10:30〜11:30 と 17:45〜19:00
( 大正琴は支給があります。一緒に始めませんか？）

存します。食べるときは、きな粉をつけて食べます。笹の葉の殺
菌効果を利用した、会津の郷土食です。
■参加料：200円（お茶・試食＆お土産５ヶときな粉付き）
申し込みは７月７日までサポートセンターへ
●協力：古布の会さん・会津友の会さん・会津美里自然楽校さん

月〜金 9:00〜は毎朝のラジオ体操にご参加ください！
少しでも身体を動かすこと、毎日の積み重ねが大事です。

＊詳細はお問合せ下さい。随時、
血圧測定、
健康相談も行っています。

◆お問合せ サポートセンターならは（会津）TEL:0242-55-0177

◆お問合せ
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日本三田植

県指定無形民俗文化財及び国選択無形民俗文化財

伊佐須美神社

日

御田植祭

宮里ふれあい館 TEL:0242-54-3310

水原 ゆきさんライブ

のご案内

15:30〜16:30

浪江町出身のプロ歌手「水原ゆき」さんをお迎えします。
昭和 20 年〜40 年代の懐かし〜い歌謡曲で
申込不要
いっしょに盛り上がりましょう！！
入場無料

伊佐須美神社最大の祭りであると同時に、県内でも屈指の本格的な祭典です。 《水原 ゆきさんのレパートリーより》
勇壮な「獅子追い」に始まり、農家の長男が女装して踊る「早乙女踊り」、 リンゴの歌 蘇州夜曲 憧れのハワイ航路 コーヒールンバ 銀座カンカン娘 etc…
午後からは「神輿渡御」や「田植式」などが行われます。 会場：会津美里町宮里仮設住宅内サポートセンターならは
至坂下
御田神社
当日は多くの露店も連ねます。
P

P

10:20 仮面獅子授与祭
10:40 獅子追出発（伊佐須美神社から御田神社まで）
早乙女舞・稚児舞
（伊佐須美神社にて）
12:15 獅子追が御田神社から折り返します。
13:00 発輿祭（はつよさい） （伊佐須美神社）
13:30 神輿渡御（みこしとぎょ）出発（伊佐須美神社)
15:00 田植式・早乙女舞 （御田神社前）
神輿渡御が伊佐須美神社に向かって折り返します。
16:00 還御祭（かんぎょさい）
（伊佐須美神社）
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夏の民話まつり

ためんなる話、おっかねぇ話、
とでもおもしぇ話など
いっぱい出でくんので、みんな来てくんつぇ！
！

午後１時より

。

お気
軽

日

会場：会津美里町公民館調理室
講師：日高貴子
本格パスタなどのイタリアンに挑戦します。
詳細はお問い合わせ下さい。
エプロン等をご持参下さい。

仮設店舗みんなのお店「きずな」にて前売り券販売します。

高田工業団地発→
横町停留所で降車してください。

ビール３杯 ￥1,200

行き

16時30分
17時20分 50分
18時6分 20分 36分

帰り

20時02分
(バス亭は会津信用金庫前です）

◆お問合せ
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会津本郷焼

※前売り券は無くなり次第終了
となりますのでご了承下さい。

（柿ピーサービス）

販売期間

運賃260円

入場無料

会津美里町国際交流協会主催

加くださ
い
ご参
に

金

17:30〜20:00

◆場所 会津美里町 あやめ荘大広間
◆お問合せ みさと民話の会 TEL：0242-54-5511（積田）
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美里蔵
開催場所 美里蔵敷地内
ビアガーデン 主催:会津美里町商工会女性部

P

◆お問合せ 会津美里町観光協会
TEL：0242-56-4882（火曜日定休）

第14回

として知られています。その髙橋で、大きな虫篭を川に投
げ入れ、農作物の害虫を追い払い、豊作を祈願します。
こ
の行事は町の「重要無形民俗文化財」になっています。

ルだ！
夏だ！ビー ンだ！
ビアガーデ

至本郷

あやめ苑

至永井野

7/

午後７時〜

国道 401 号を昭和村方面へ。東尾岐方面（県道 329 号線）
へ左折したところが会場です。（手前で誘導があります）

美里蔵

P

宮川にかかる髙橋は会津が生ん
髙橋の虫おくり 高田地域、
だ版画家の斎藤清さんが版画に描いた場所

※時間に若干のずれが生じる場合がございます。

至本郷

役場
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7月10日〜7月28日

前売り券が無くても当日ビール500円で販売します。
お茶や缶チューハイ、ノンアルコールの飲み物や、フラ
ンクフルトなどのおつまみ、横町通り連による焼き鳥な
どもご用意しております♪

高田インフォメーションセンター TEL：0242-54-2333

せと市 早朝4時〜正午

まで

会津美里町・本郷地域「瀬戸町通り」に会津本郷焼の窯元や漆器、食べ物屋台、県外
の窯元など、約100軒の露店が並び、県内外からたくさんの人が通りにあふれます。
まだ暗いうちから人々が繰り出し、掘り出し物を探す会津の夏の風物詩です。
●野菜ビュッフェレストランいわたて午前 6 時より朝食営業します。
●本郷温泉「湯陶里」午前 6 時より営業。入浴＆朝食 OK。
はねもの
の
●2015 年せと市フォトコンテストも実施します。
掘り出しも

ぱい！

いっ
誘導員が最寄りの駐車場をご案内致します。
会場周辺の各駐車場から会場まではシャトルバスをご利用ください。
ＪＲ会津本郷駅、会津鉄道南若松駅からの送迎バスもあります。

◆お問合せ

会津本郷焼事業協同組合

TEL：0242-56-3007

