宮城地区人口と世帯数
人口 7,601人(-6)
男 3,779人(-6)
女 3,822人(±0)
世帯 2,924世帯(+6)
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ホーム→施設・組織を探す→教育委員会事務局→宮城公民館

地域ふれあい講座事業

楽しく手作り編み物教室

参加者募集

編みひもは、生地加工の工程で生じる端材利用の桐生産
Ｔシャツヤーンを使用
◇日

時 ３月１０日(火)
午前１０時から正午
◇会 場 宮城公民館 ２階 研修室
◇対 象 市内在住または在勤 ２０人
◇材料費 №1バッグ/1,500円 №2バスケット、№3円座/1,000円
◇持ち物 筆記用具、材料費 かぎ針は、用意します。
◇申し込み ２月１７日(月）～３月４日(水)
直接または電話で宮城公民館まで。氏名、住所、電話
番号、希望制作品名をお伝えください。
電話 ０２７－２８３－６８８６
※ №１バッグは単色で制作します

№１ バッグ

№2 バスケット

№3 円座

地域づくり講演会

前橋赤城地域が２０１７年にスローシティ国際連盟への加盟が認
証されました。スローシティへの理解をいっそう深めるためみやぎ
地域づくり交流会では、講演会を開催します。

３ １４

■日 時
月
日（土）午後２時３０分～午後３時２０分
■会 場 宮城公民館 多目的ホール
■講 師 共愛学園前橋国際大学・国際社会学部・専任講師 鈴木鉄忠 氏
■演 題 「みやぎスローシティライフの楽しみ方」
■申し込み 不要・入場無料
■問い合わせ みやぎ地域づくり交流会（宮城公民館内）
電話 ０２７－２８３－６８８６
〇地区内報告会の一環で開催します。報告会は午後１時３０分開会で、ど
なたでも入場できます。

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、紙上では宮城中生徒の作品を紹
介いたします。

【一年生】
踏み出そう 勇気の一歩 希望の道へ
大切な その一声で 笑顔咲く
偏見は 知らずに人を 傷つける
差別なく その一言で 変わる未来
【二年生】
小さな手 勇気を出してさしのべよう
あのこにとっては大きな手
進もうよ いじめ無しへの 未来へと
ありがとう 日々の感謝を 伝えよう
しあわせは あなたが贈る ありがとう
【三年生】
ちょっとした ささいなことも いじめかも
持ち歩こうよ 人権感覚
受け入れる心と優しい心 いじめを無くす 第一歩
知らぬ間に 心にささる 言葉の矢
悪口は 嫌な気持ちが 残るだけ

阿久沢さん
石川さん
神尾さん
平間さん

小倉さん
宮田さん
大﨑さん
前原さん

樋口さん
深津さん
藍澤さん
吉田さん

「人権啓発リーフレット『やさしい心』」から

【子ども】
近年、子どもを取りまく環境が著しく変化する中、子どもをめぐる問題は
一層深刻化しています。特に「虐待」は、見逃すことが許されない極めて深
刻で重大な人権侵害です。しかし、子どもへの虐待件数は年々、増加する傾
向にあり、多くの尊い命が失われています。
また、「いじめ」も大きな社会問題であり、背景には子ども達の人間関係
の未熟さやストレスの増加などが原因としてあげられます。その根底には他
人に対する思いやり、いたわりといった人権尊重意識の希薄さがあると思わ
れます。これらの問題を解決するためには学校や家庭、地域社会で「子育
て」と「子どもの人権」への関心を高めていき、一人ひとりの人間尊重意識
を醸成していくことが重要です。

【行政相談のお知らせ】

《市民税・県民税等の申告に関して事前のお知らせ》
申告書提出の際は、番号確認と身元確認
が必要となりますので、右の表をご確認い
ただきマイナンバーカード（個人番号カー
ド）又は、番号確認書類と身元確認書類を
お持ちください。
なお、申告者本人以外の方が申告書を提
出する場合は、申告者本人のマイナンバー
カード（両面）又は、番号確認書類と身元
確認書類のコピーを添付してください。

日

時：３月１８日（水）
午後１時～３時

場

所：宮城支所 第一会議室

問い合わせ先
前橋市 宮城支所税務課
電話 ０２７－２８３－２１４１

問い合わせ先：市民相談室
電話 027-898-6100

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

こども園・幼稚園・小学校・中学校の話題

習字を経験しました

ＰＴＡが表彰を受けました
赤城育心こども園

新しい年を迎え今年も子どもたちは、元気いっぱいにこども園で遊んでい
ます。１月は、お正月遊びが様々な場所で行われました。小さいクラスは、
凧揚げやカルタとり、双六遊び、４歳、５歳児は、９６歳の習字の先生、阿
久澤さんを招いて書き初めをしました。
阿久澤さんが書いた習字を見様見真似しながら書く子どもたち。習字の経
験もよかったのですが地域の方に教えてもらえたことは、子どもたちにとっ
て貴重な経験になりました。阿久澤さん、ありがとうございました。

地域の阿久澤さんに教えてもらいました

じょうずに書けました

新しい年のスタートに 新たな気持ちで！
－ 校内書き初め大会－
宮城小学校
１月９日（木）・１０日（金）に『校
内書き初め大会』を行いました。１・２
年 生 は「硬 筆」を、３ 年 生 以 上 は「毛
筆」を行いました。新年のスタートにあ
たり、気持ちを込めて一文字一文字丁寧
に書くことを通して、子供たちは気持ち
も新たに落ち着いた新学期のスタートを
きることができたのではないかと思いま
す。
この『校内書き初め大会』では、３年
生以上の学年で、今年も学校支援ボラン
ティアとして、「宮城小えがお応援隊」
の『宮城書道の会』の皆様にご協力をい
た だ き ま した。ボラ ンテ ィ ア の 方々 か
ら、丁 寧な ご 指 導を いた だ い た おか げ
で、子供たちは皆、しっかりとした美し
い 字 を 書 くこ と がで きま し た。ボ ラ ン
ティアの皆様、お忙しい中、足を運んで
いただき、本当にありがとうございまし
た。
そして、子供たちが取り組んだ作品は
『校内書き初め展』として、１月１６日
（木）から２４日（金）まで展示すると
ともに、保護者の皆様にも、その素晴ら
しい作品を鑑賞していただきました。
また、学校代表に選ばれた作品は、前
橋市小中学校書き初め展（１月２４日～
２７日）に出品されました。

宮城幼稚園
宮城幼稚園ＰＴＡの各種活動（ＰＴＡ新聞「おたまじゃくし」の発行、有
価物回収、地域行事への参加協力、夕涼み会、ＰＴＡ研修など）が認めら
れ、令和元年度優良ＰＴＡ群馬県教育委員会表彰を受けました。１月１６日
（木）、県庁で行われた表彰式に本園ＰＴＡの伊藤会長が出席し、県教育長
から表彰状を受け取りました。
これからも家庭、地域と協力、連携して充実したＰＴＡ活動を行いなが
ら、子どもたちの成長を支えていきたいと思います。

表彰式後の記念撮影

表彰状です

幼稚園公開のお知らせ
３月２日（月）９：３０～１４：００
幼稚園公開があります。
是非、幼稚園での子どもたちの活動や遊びの様子を
ご覧ください。
ご近所お誘いのうえお出かけください。

１月の行事から
宮城中学校
ボランティアの方に丁寧に
指導していただきました

◇日本の伝統や文化に触れる
１年生が１月１４日（火）に校内書
き初め大会を行いました。冷たく引き
締まった空気の中、心穏やかに書初め
に集中し、「不言実行」の文字を書き
上げました。新年を迎え、体験を通し
て日本の伝統や文化に親しみました。

書き初め大会 集中して「不言実行」

１、２年生の硬筆の作品

◇おきりこみの調理実習
２年Ｂ組は１７日に、Ａ組は２４日
に、家庭科の時間におきりこみの調理
実習を行いました。宮城地区食生活改
善推進委員の方々が丁寧に指導してく
ださり、とてもおいしいおきりこみを
作ることができました。
毛筆の作品

おきりこみ実習の様子

前橋市立図書館 宮城分館 新刊案内
＜一般書＞インタビューズ
卍どもえ
居酒屋ぼったくり おかわり!
駆ける稲妻（人情同心神鳴り源蔵 [11]）
海外旅行のスマホ術 2020最新版
どこからお話ししましょうか
しくじり日本史ざんねんな偉人100
さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を旅する

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
２月…２０日（木）・２７日（木）
３月…５日（木）・１２日（木）・１９日（木）・２６日（木）

先月、受入分の一部です

堂場 瞬一 ＜児童書＞飛行機のサバイバル 2
ゴムドリco.／文
辻原 登
日本史探偵コナン シーズン2 ⑤・⑥
青山 剛昌／原作
秋川 滝美
なぜ?どうして?みぢかなぎもん １年生～６年生
学研プラス
小杉 健治
小学生からはじめるゲームプログラミング
日経PC21／編
スタープログラミングスクール／編著
柳家 小三治
しょうがくせいのおばけずかん
斉藤 洋
小和田 哲男
かいけつゾロリスターたんじょう
原 ゆたか
平凡社
科学探偵VS.超能力少年（科学探偵謎野真実シリーズ）佐東 みどり
【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

