宮城地区人口と世帯数
人口 7,607人(-15)
男 3,785人(-5)
女 3,822人(-10)
世帯 2,918世帯(±0)

令和２年
１月15日
第176号

令和元年12月末現在
()内は前月比

編集･発行 前橋市宮城公民館 〒371-0244 前橋市鼻毛石町1711-8
宮城公民館のグループ・講座・施設情報は、右記のアドレスへ

前橋市役所

https://www.city.maebashi.gunma.jp/

前橋市宮城公民館・共愛学園前橋国際大学・宮城ふるさと
地域づくり推進協議会 共催事業
■協力団体 宮城郷土史会
■後援 上毛新聞社・まえばしCITYエフエム

～共愛地域連携講座「上毛を学ぶ」～

赤城山信仰と遺跡から学ぶ宮城
受講生募集
宮城地区は古くは縄文時代の豊かな暮らしがあり、古代から中世にか
けては赤城山信仰など悠久の歴史の中に息づく地域です。
今回の講座は共愛学園前橋国際大学の地域連携講座「上毛を学ぶ」の
シリーズの一環として、宮城地区にスポットをあてます。専門家の視点
で、基礎から学べる歴史学習の貴重な機会です。
題

名

講

師

第１回
２月２２日（土）
午後２時～４時

「赤城山信仰と赤城神社」 前橋市文化財調査委員
～宮城地区に根付くもの～
能登 健 氏

第２回
３月７日（土）
午後２時～４時

前橋市教育委員会文化
「赤城山南麓の古代遺跡」
財保護課職員
～宮城地区を中心に～
前原 豊 氏

☆場
所
☆募集定員
☆受 講 料
☆申込方法

前橋市宮城公民館 前橋市鼻毛石町１７１１－８
１５０人
無料
電話、ファックス、公民館窓口へ直接のいずれかの方法で住
所、氏名、電話番号を添えて２月１４日(金)まで
☆問い合わせ・申し込み先
前橋市宮城公民館（担当：藤原）
電話 027-283-6886 ファックス 027-283-6842

「身近な学びでまちづくり」
―前橋市ブロック別生涯学習実践研究会―
１２月１６日（月）に粕川公民館におい
て、前橋市ブロック別生涯学習実践研究会
が開催されました。
生涯学習奨励員、自治会長や公民館関係
者約９０人が参加し、各地区事例発表を行
い、地域づくりと生涯学習の重要性を認識
するとともに、身近な地域課題や広報につ
いて話し合い情報交換をしました。
宮城地区からは、小池裕生涯学習奨励員
が「市之関町の様子と生涯学習活動状況」
について報告しました。

ホーム→施設・組織を探す→教育委員会事務局→宮城公民館

【五年生】
なくそうよ ケンカやさべつ 悪口を
見付けよう 小さなやさしさ 大きな愛
みんなで力を合わせ 未来を作ろう
思いやりをわすれずに のびのびすごそう

【期日前投票期間】

時

027-283-6842

宮城公民館１階ロビーにおいて、小･中学生の作品を展示中です。ぜひ、ご覧ください。
今回、紙上では宮城小生児童の作品を紹介いたします。（敬称略）

投票日に仕事や旅行などで選挙に行けない場合は、
「期日前投票」をしましょう。

日

027-283-6886

天野さん
石関さん
小林さん
学校生活

坂牧さん
やわらかな 笑顔で始まる 一日を
西元さん
直く 明るく すこやかに とても元気な子どもになろう
栁町さん
そのやさしさで きみの未来が すくわれる
横丁さん
いじめやめよう 心の傷は消えないよ
六本木さん
けんかなく たのしくすごそう まいにちを
小堀さん
ともだちと なかよくあそぼう けんかせず
小堀さん
こまってる 人がいるなら 助けよう
田中さん
意地悪は 命につながる やっちゃダメ
塚越さん
なにげない えがおひとつで あたたかく
町田さん
【六年生】
その言葉 相手の心を 開くかぎ
北爪さん
いじめはね 相手と自分の心を きずつける
清水さん
言われたら いやな言葉は 使わない
高木さん
あいさつで 楽しく朝を 迎えよう
原田さん
助け合い 人の心を あたためる
深澤さん
ありがとう みんなをいやす 言葉だよ
松井さん
あいさつは 相手の心を 明るくさせる
宮下さん
だれにでも 気持ちをこめて あいさつを
大澤さん
友達と なかよくしよう いつまでも
北爪さん
友達が一人でいたら 自分から声をかけてあげよう
倉沢さん
悪口は 人生の道を こわす言葉
前原さん
自分の一言で すくわれる人がいる
山﨑さん

ご協力のお願い

書きそんじハガキ・キャンペーン
「書きそんじハガキ」を回収して、ユネスコ・世界寺子屋運動の活
動に協力するキャンペーンです。ご協力をお願いします。

回収期間 令和２年２月１０日（月）まで
回収場所 宮城公民館
対
象 「書きそんじハガキ」のみ
※「書きそんじハガキ」とは書き間違えてしまった、汚してしまっ
た、印刷しすぎてしまった、古くて使えないなどの理由で投函され
なれなかった未使用の切手付き郵便ハガキのことです。
年賀ハガキの場合は、投函してあるものは消印がなくても「書き
そんじハガキ」にはなりません。

【行政相談のお知らせ】

小池さんによる市之関町の
活動状況報告の様子

日 時：２月１８日（火） 午後１時～３時
場 所：宮城支所 第一会議室
相談内容：社会福祉・医療保険や年金のこと、道路など
公共施設・役所手続きのことなど
問い合わせ先：市民相談室
電話 027-898-6100

こども園・幼稚園・小学校・中学校の話題

クリスマス会が行われました

おたのしみ集会が行われました

赤城育心こども園
赤城育心こども園にとって、イエス・キリストの誕生日であるクリスマス
は、とても大事にしているキリスト教行事の一つです。１２月の初めの月曜
日から毎週月曜日にクリスマスアドベントと言ってろうそくに火をともし、
クリスマスを待つ礼拝をします。また、シュトーレンというクリスマスケー
キやクリスマスのプレゼント製作をして地域の人やおうちの人に配ります。
オーナメントやクリスマスツリーを飾り、クリスマス一色のこども園でし
た。
クリスマス会は１２月２１日（土）に行われました。クリスマス会では、
５歳児ゆり組が本物のろうそくに火をともし、ろうそくの灯の中で聖句暗唱
やクリスマスカロルを歌いました。また、３歳児クラス全員でイエス・キリ
ストの生誕劇のオペレッタやクラスごとの発表、最後にはサンタクロースも
登場し、楽しくクリスマスのお祝いをすることができました。
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宮城幼稚園
１２月１６日（月）は、みんなが楽しみに待っていたおたのしみ集会でし
た。
『ベル・シークレットラブ』の皆さんによるトーンチャイムはとても素敵
な音色でした。みんなで歌ったり、演奏を聞いたりしました。素敵な時間を
ありがとうございました。
しばらくすると、鈴の音が聞こえてきました。サンタクロースがソリを引
いて幼稚園に来てくれました。「メリークリスマス」と挨拶を交わし、園児
からの質問にも答えていただきました。一人一人プレゼントを頂き握手をし
た子どもたちは、とても素敵な笑顔になりました。「今度はお家にも来て欲
しいな」とつぶやく子どもたちでした。詳しい様子は、宮城幼稚園ホーム
ページに掲載中です。どうぞ、ご覧ください。
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令和２年度 新入学児童保護者説明会開催のお知らせ
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１２月の行事から

宮城小学校
新年明けまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたしま
す。
さて、４月から宮城小学校に入学するお子さんのいる保護者の皆様を対象
に、下記のとおり説明会を開催いたします。
関係する保護者の皆様につきましては、１月中旬を目安に通知を郵送する予
定ですが、ご出席いただきますよう、よろしくお願いいたします。
〇日 時 ２月１４日(金) １４:００～１５：３０
〇場 所 宮城小学校 体育館
〇日 程 ・受付（体育館入り口） １３：３０～１４：００
・学校説明会
１４：００～１５：３０
・学用品販売（体育館） １５：３０～(購入後解散)
〇内 容
・学校生活の概要について
・入学に備えて、保護者と入学児の心構えについて
・家庭での準備について
・給食費について
・その他の諸連絡
《お願い》
・お車でご来校の方は、体育館東側の駐車場をご利用ください。
・当日は、ご面倒でも上履きをお持ちください。
・寒い季節ですので、防寒着のご用意をお願いいたします。
・当日、提出していただく書類がございますので、ご確認をお願いいたしま
す。
・２月４日(火)には、新入学児童の体験入学も予定しています。後日、お知
らせを配布します。
・当日、都合が悪くて出席できない方や、ご近所で通知漏れの方がありまし
たら、宮城小学校（教頭 山口）までお知らせください。
電話 ０２７－２８３－２３２７

宮城中学校
◇お年寄りとの交流会(１２月３日)
本校１年生が地域の老人クラブ連合会の方たちをお招きし、学校体育館で
交流会を実施しました。４つのグループに別れ、お年寄りから当時の学校や
地域での生活の様子などについて、お話を伺ったあと「しめ縄・竹とんぼ・
お手玉・すいとん」作りを行いました。手際良くすいとんや作品を完成させ
るお年寄りの手元に生徒たちの目は釘付け
になりました。最後に、みんなで和気あい
あいとおいしいすいとんをいただきまし
３年生60人の合唱
た。
宮城地区社会福祉協議会・老人クラブ連
合会・ＰＴＡの皆様など、参加していただ
いた方は５０名となり、大盛況のうちに会
は締めくくられました。ご協力・ご指導い
ただいたたくさんの方々に感謝申し上げま
す。
しめ縄づくりの一コマ

◇東京校外学習(１２月３日)
本校２年生が、１２班に分かれ校外学習
に取り組みました。上野公園で解散し、班
で計画を立てた見学場所へそれぞれ向かい
ました。浅草寺やサンシャイン水族館、国
立科学博物館、上野動物園など各班が３～
４箇所を巡り、全班が集合時間までに上野
公園へ戻ってくることができました。複雑
な交通網を駆使し、保護者や先生の手を借
りず、自分たちの足で計画通りに行動でき
たことは、生徒達にとって、来年度の修学
旅行に向け、大きな自信となりました。

前橋市立図書館 宮城分館 新刊案内
＜一般書＞わが殿（上・下）
勿忘草の咲く町で
大名倒産（上・下）
ひとよ
100歳まで読書
余力ゼロで生きてます。
職場の人間関係は自己肯定感が9割
るるぶ安くていい宿関東周辺 [2019]

浅草・雷門前で

先月、受入分の一部です

畠中 恵 ＜児童書＞恐竜キングダム①～⑪
エアーチーム／まんが
夏川 草介
どっちが強い!?サシハリアリvsグンタイアリ
浅田 次郎
スライウム／ストーリー
桑原 裕子
アニメコミックおしりたんてい① ②
ポプラ社
轡田 隆史
オールカラーマンガ作文が上手になる
中村 和弘
水野 美紀
君の青色
伊浪 知里
工藤 紀子
清少納言と紫式部 （小学館版学習まんが人物館）
JTBパブリッシング
福家 俊幸／監修

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
1月…１６日（木）・２０日（月）～２３日（木）蔵書整理(分館はすべて休館)
・３０日（木）

２月…６日（木）・１３日（木）・２０日（木）・２７日（木）

【前橋市立図書館宮城分館】
鼻毛石町１５０７－４（宮城支所内）
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
問い合わせ先：宮城分館 ☎０２７－２８３－０００９

