元総社地区の人口
男 8,556 人 （+7）
女 8,523 人 （-5）
計 17,079 人（+2）
世帯 8,312 世帯（+-0）
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新春を迎えて

― 活力と楽しさのある元総社を ―
元総社地区自治会連合会

会長

阿

部

明

雄

あけましておめでとうございます。
みなさま方には輝かしい年をお迎えのことと思います。
本年も、元総社地区の多くの皆さんとの交流と親睦を深めながら
「活力と楽しさのある元気な元総社」を推進してまいります。
昨年の元総社地区の各事業実施にあたりましては、役員の皆さんのご指導とご協力、そして地域
のみなさんの多く方々のご参加をいただき、事業内容も充実し、盛大に実施することができました。
だいだい か ぐ ら

文化祭では、作品展示や舞台発表などの出品、応募が増加する中で、新たに総社神社の太々神楽と
四区の獅子舞の出演は、郷土伝統芸能を多くの皆さんに鑑賞していただき、文化祭の内容を大いに
高めていただきました。
また、こどもの集い運営では、大人がこども達に遊びを提供する方式から、こども達の積極的なボ
ランティア参加により、こども達自らが考え「主役」となれる集いへと向上してきていますし、市
民運動会の各区対抗の競技などの全体の盛り上がりは、大変すばらしい成果であったと思います。
本年も、これらの実績を基として、元総社の地域交流と親睦の輪がさらに拡がりますよう各事業実
施の充実に努めてまいります。
本年が、元総社のみなさまにとりまして、健康で幸せな年となりますよう、心からご祈念申し上
げ新年のごあいさつといたします。

地域のみなさま
本年もよろしくお願い申し上げます
元総社地区自治会連合会

一同

地域のみなさま
本年もよろしくお願い申し上げます
元総社市民サービスセンター（公民館）職員一同

【２８年１２⽉１０日】
元総社地区百人一首 試合結果
元総社公民館で練習を続けていた小中学生
による百人一首試合が、１２月１０日（土）に元総
社公民館の和室で行われました。
上位成績は以下のとおりです。（敬称略）
●優 勝
吉川 大登 （元小 ６年）
●準優勝 唐澤 喜久也 （元小 ５年）
鳥谷部 馨子 （元小 ６年）
百人一首を通じて、交流を大
いに深めていただけたと思います。
たいへんお疲れ様でした。
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【２８年１２月１８日】 元総社地区防災訓練を 公民館で実施しました
【２８年１１～１２月】 地域づくり講座「ぐんまの伝統食を楽しむ会」盛況のうちに終了
【１月２７日】 健康づくり講演会「介護に関するあれこれ」を公民館ホールで開催します
【前橋市議会議員選挙】 ２月１２日（日）投開票 期日前投票は２月６日（月）朝９時から
【速報・１月８日】 恒例の「元総社の子どもを明るく育てるつどい」が開催されました
【２～３月】 中央公民館で若者講座「オーガニックカレッジ」（全４回）を開催 参加募集中です

元総社地区地域づくり協議会（安全安心な暮らしづくり部会）から

【２８年１２⽉１８日】元総社地区防災訓練
元総社公⺠館を会場に実施しました
第５回目の元総社地区防災訓練（協力 前橋市消防団第５分団、
元総社女性防火クラブ、前橋市消防局、前橋市危機管理室）を、１２月
１８日（日）朝から元総社公民館を会場に実施しました。
当日は元総社地区全体から約１８０名のご参加をいただきま
当日は早朝から多くのみなさまにご参加いただきました
した。参加者のみなさまには、消防と危機管理室の指導で、
初期消火訓練や、簡易仕切りを備えた避難所の設営、耐熱
袋を使った非常炊き出し方法の体験など、最新の災害対策
を取り入れた訓練にあたっていただきました。
訓練開催にご協力いただきました参加者のみなさま、自治
会関係者、消防・防災関係者各位にお礼を申し上げます。 練習用消火器で緊急消火訓練
炊き出しの調理袋に米と水を詰めます
昨２８年は災害が多く、震度７を２度記録した４月の熊本地震はじめ、１０月の鳥取県中部地震等が発生、その他
各地で大雨・台風被害も生じました。１２月２２日には、新潟県糸魚川市の大火で約１５０棟が焼失しています。
さまざまな災害を想定した防災対策、避難準備を、日頃から心がけていただきますよう、改めてお願いします。

【2８年１１〜１２⽉】公⺠館での地域づくり講座
「ぐんまの伝統⾷を楽しむ会」盛況のうちに終了
昨年１１月１１日、１２月２日・９日の３回にわたって元総社公民館・地域づ
くり講座の料理教室「ぐんまの伝統食を楽しむ会」が開催され、地域のみなさ
ま多数ご参加で大いに賑わいながら終了しました。
挑戦したメニューは、五目飯、えび大根、ぼたもち、田舎かりんとう、ゆべし、
のりまき、あまだんご作りなど。参加者の方々には、晩秋から年末にふさわしい
群馬の家庭料理作りを、おいしく楽しみながら学んでいただけたようです。
今年度も各回の講師指導・事前準備等にご尽力いただきました、元総社
地区食生活改善推進員のみなさまに、お礼を申し上げます。

【２８年１２⽉１１日】
元総社地区上毛かるた大会が開催されました
元総社地区子ども会育成団体連絡協議会から

１枚を争う接戦が
展開されました⇒

１２月１１日（日）、元総社小学校体育館を会場に、子ども会育成団体連絡協
議会（結城新一会長）主催の元総社地区上毛かるた大会が開催されました。
計５６チーム（総勢２１３名）参加、接戦展開で一同大いに盛り上がりました。
結果は右表のとおりでした。
順位
チーム名
区
低
上位チームと児童は、元総社地区代表 一 優 勝 真田三勇士
３
学
として前橋市子ども上毛かるた競技大会
般 準優勝 ヒナギク
問屋
年
（１月２９日開催）に出場します。ご健闘を
３ 位
フラッシュ
７
お祈りします。
前橋市⽴図書館 元総社分館

図書館分館だより

第 ２ 回 講 座
（ 12 月 2日 ） か
ら。素朴で懐か
しい味の田舎
かりんとうを揚
げました

順位

チーム名

区

優 勝

１区 MTMN

１

準優勝

チョコ

７

３ 位

石倉Ｇ

７

分館電話 027-253-7373 （月曜休館）

開館時間 平日 午前１０時〜午後６時 ／ 土日祝日 午前１０時〜午後５時
●１⽉２３日（⽉）〜２６日（⽊）⇒蔵書整理で臨時休館します

携帯・スマホで読み取り、図書館ホームページへ
（蔵書検索できます）→

【新刊案内】
◎一般書 装う刺繍身に付ける刺繍 Ｔｒｉｇｏ ｅ ｃａｎａ ／おばさんの金棒 室井 滋 ／クローバーナイト 辻村 深月
あおなり道場始末 葉室 麟 ／雪煙チェイス 東野圭吾 ／とらわれない
五木寛之
磯野家の老後 「磯野家の老後」編集部/編 ／若杉ばあちゃんの伝えたい食養料理 若杉友子 ほか
◎児童書・絵本
カレー男がやってきた！ 赤羽 じゅんこ ／じいちゃんの鉄工所 田丸 雅智 ／ぼく、ドジオ。 いわい としお
オレさすらいの転校生 吉野 万理子 ／ことばあそび教室 中川 ひろたか ／かがみのサーカス わたなべ ちなつ
おかしなこともあるもんだ いしい ひろし ／なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ
ゆき、まだかなあ マーシャ・ブラッコール ／ニワトリぐんだん 風木 一人
ほか

元総社地区環境保健推進協議会・元総社地区保健推進員会から【1

⽉２７日】健康づくり講演会
「介護に関するあれこれ」を元総社公⺠館で開催します

環境保健推進協議会と保健推進員会では、１月２７日（金）、元総社
公民館で「健康づくり講演会」を開催します。
今回は介護の専門家である、ケアプランナーの野中 和英 先生を
講師にお招きし、多くの方から関心を集める介護保険制度をテーマに
「介護に関するあれこれ」と題した講演をいただきます。
多くのみなさまのご参加をお待ちしております。
○日 時 １月２７日（金） 午後１時３０分から
○会 場 元総社公民館 ホール ○事前申込不要、参加無料です。

（駐車場が限られております。徒歩・自転車やお乗り合わせでお越しください）

詳細は元総社公民館（電話 027-251-2243）におたずねください。

【講師紹介】 野中 和英 先生
（公益財団法人 老年病研究所 ケア・プランセンタ
ー老研 管理者兼介護支援専門員）

平成１６年の本市ご転居を機に、居宅介護
支援事業所で介護支援専門員として勤務、平
成１８年から現職に就任されました。平成２２
年９月に老年病研究所附属病院が県から「認
知症疾患医療センター」に指定されて以後、
支援専門員との兼務で認知症疾患医療センタ
ーの相談業務をご担当しておられます。
めざせ 百発百中！

【前橋市議会議員選挙】投票日は２⽉１２日（日）期日前投票は 2 ⽉ 6 日（⽉）朝 9 時から
任期満了に伴う前橋市議会議員選挙は、２月５日（日）告示、２月１２日（日）が投票日となります。

ｑ２月１２日・投票日当日の投票時間は午前７時～午後７時です。詳細は「広報まえばし」や選挙公報などをごらんくださ
い。お問い合わせは 前橋市選挙管理委員会 （直通電話 027-898-6742） まで。
投票日当日、仕事や旅行等で投票に行けない方は、あらかじめ投票することができます（期日前投票）。
期間は２月６日（月）～２月１１日（土）です。入場券をご持参のうえ、お近くの期日前投票所をご利用下さい。
公民館（市民サービスセンター）の期日前投票は、２月６日（月）の朝９時から開始です。
期

間

期日前
投票所
時

２月６日（月） ～ ２月１１日（土）
城南・大胡・宮城・粕川・富士見の各支所、上川淵・下川淵・芳賀・桂萱・
東・元総社・総社・南橘・清里・永明の各市民サービスセンター
／前橋プラザ元気２１（３階）

間

元総社地区生涯学習奨励員連絡協議会から

午前９時 ～ 午後８時

市

役

所

１ 階 市 民 ロビー
午前８時３０分～午後８時

【２８年１２⽉８日】

生涯学習実践研究会に参加・発表しました

１２月８日（木）午後、箱田町の東公民館ホールを会場
に、「生涯学習実践研究会」が開催されました。
今回、利根西の４地区（東、元総社、総社、清里）から生
涯学習奨励員および各自治会長さん方約７０名が出席。前 当日の東公民館ホールには多数の奨励員・自治会長が参加。大友町から
橋市生涯学習奨励員連絡協議会の大井常利会長をコーデ 林奨励員さん（右写真中央）が、この１年の奨励員活動を発表しました
ィネーターに、４地区の代表として、奨励員さんや自治会長さんが日頃の様々な生涯学習活動を発表しました。
元総社地区からは、大友町の 林 悦実 奨励員が「老若男女が交流し支え合う、安全で安心な町づくり」という
テーマで代表発表。人口２，３００人以上を数える大友町の、身近な生活から伝統行事継承に至るまでの取り組み
を、実践事例に基づいて解説し、参加者は強い関心を持って傾聴していました。
今後とも生涯学習活動への取り組みに、地域の多くのみなさまのご支援、ご協力をお願い申し上げます。
元総社地区ボランティア連絡会・元総社公⺠館から

【２８年１２⽉２６日】クリスマス会を開催しました

１２月２６日（月）、プレイルーム元総社・今年の最終回「クリスマス会」
が、元総社公民館ホールで開催されました。
親子で一般参加のみなさんほか、元総社保育所児童、第三福祉作
業所・障害者デイサービスセンター通所者の方々も来場、阿部連合会
長はじめ自治会来賓もお迎えし、１３０名以上のご参加をいただきました。
今回も市内で活動する「おはなしの会もこもこ」のみなさんがお越しくだ 「おはなしの会もこもこ」さんの人形劇「ヘンゼルとグレーテル」
さり、人形劇「ヘンゼルとグレーテル」「たぬきのジロちゃんタロちゃん」を 上演。こどもたちや施設通所者のみなさんから大人気でした
上演。保育所や福祉作業所のみなさんの合唱や、サンタクロース登場などで、会場はたいへんにぎわいました。
当日ご参加のみなさま、運営にご協力いただきました各方面のみなさま、大変ありがとうございました。

【速報】こどもを明るく育てるつどい実⾏委員会から

【１⽉８日】恒例の 第３０回
「子どもを明るく育てるつどい」が開催されました！
年明けの元総社地区恒例行事となった、第３０回「こどもを明るく育
てるつどい」が、平成２９年１月８日(日)、元総社公民館（市民サービ
スセンター）で開催されました。

善行表彰。阿部・自治会連合会長（右）から、地域で活躍し
た小中学生のみなさんが表彰されました

当日は寒さに加え雨が危ぶまれましたが、開催時間中は降ることなく済みました。
多くのこどもたちや保護者の方々、来賓臨席のもと、９時３０分から公民館ホールで
式典を開催。日頃から学校や家庭・地域で活躍するこどもたちを称える「善行表彰」
がおこなわれました。
１０時過ぎからイベントが始まり、こどもたちのあふれる会場では、もちつき、凧づくり、
コマづくりなど新年らしい催しがあちこちで開かれました。ホールでは、公民館を拠点
に活動する吹奏楽サークル「アンサンブル響」のみなさんが演奏会を開催。また地元
小中学生のみなさん多数のボランティア応援を得て、各種の模擬店も開かれました。
縁起物の紅白の「まゆ玉」配布もおこなわれ会場は大いににぎわいました。
前日･早朝から、準備・運営にご協力いただきました地域の方々、そして小中学生
のみなさんにお礼を申し上げます。

もちつきでは中学生のみなさんが活躍

「アンサンブル響」さんによる演奏会

【２⽉〜３⽉ 中央公⺠館】若者料理教室「オーガニックカレッジ」を開催します
前橋市中央公民館では、自然食材を通して、生活や環境を考えるオーガニックカレッジを開催します。
若者たちの新しい出会いとまえばしの魅力を再発見してみませんか。
●日 時： ① ２月２３日 ② ３月２日 ③ ３月９日 ④ ３月１６日 （全４回 いずれも木曜日 午後７時～午後９時）
●会 場：前橋市中央公民館（元気２１ 本町二丁目） ５階 料理実習室
●対 象：１８歳～３０歳の方 （先着３０名）
●内 容： ① オーガニックと仲良くなりましょ 感じましょ ② 自分で作ってみましょ 食べてみましょ
③新しい料理の提案にトライしてみましょ ④わたしたちだけのメニュー作ってみましょ
●受 講 料：講座は無料ですが、４回分の材料費実費として ２，０００円をいただきます。
●申 込 み：１月１６日（月）～２月１６日（木）までに 前橋市教育委員会・生涯学習課 （電話 027-210-2198）へ
地域づくり協議会

け

歴史と伝統・環境保護部会

○かるたから知る元総社（第７回）

けんかいっ

なが

ひゃっけん

む ち ん ばし

県下一

長さ 百 間

無賃橋

利根橋（無賃橋）

1885 年（明治 18 年）県と前橋町の有志がお
もくてつこんごうこうきょう

まえばしはんじょう

「前橋繁 昌
金を出して、西洋式の橋（木鉄混合構 橋 ）をつくりました。
き

ゆいいつ

記」（※）に、「長さ百間、幅四間の県唯一の長橋なり」と書かれています。
かんえい
この橋は、官営で作られたので、無料だった（※２）ので、「無賃橋」と呼
ばれました。
（本文は 元総社郷土かるた「け」の読み札より）
【利根橋】利根川の石倉と紅雲町間に架かる。初代橋は明治１８年６月竣工、前年開業
の初代前橋駅（内藤分停車場）と前橋市街を連絡。２００ｍ近い大橋で通行無料とされ、
交通･産業に益した。２代目橋は明治２８年、木鉄混合で架け替えたが翌年流失。3 代目
として明治３４年に竣工した米国製鋼材のトラス橋（県内道路初の鉄橋）は長く使われ、
大正９年には国道（当時の９号、現１７号）経路となったが、昭和２２～２４年台風増
水で橋脚が傾くなど損傷。２８年竣工の群馬大橋に幹線道の役目を譲り、３８年解体。
現存の 4 代目橋は昭和４０年竣工、３径間鋼箱桁橋、全長 199.8m、幅 10.4～10.9m。
利根橋は、JRの利根川橋りょうと並行する。かつ
（※）前橋繁昌記＝保岡申之著・明治２４年刊。当時の前橋の地理・産業の記録。
（※２）利根橋開通当時、一般に無料の大橋は珍しかったため。明治時代の国・府県は て前橋から高崎・安中方面に向かう唯一の経路で
あった。 図・村木（２区）
財源不足で大河川架橋が進まず、各地の有力者が人馬・荷車を通すため資金拠出、民営
有料道の方式で木橋を多く架けた。だが木橋は磨耗や腐りが早く、維持費がかさむので橋賃が高くなり、庶民からは不評であった。こ
のため明治後期以後、有料木橋は県などに買い取られ無料化、丈夫な鉄橋やコンクリート橋へ架け替えが進んだ。（文責・編集部）
【 く ＞ け

＞ 次回は「こ」の札 ２月号に掲載します】
館報元総社
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