宮城地区人口と世帯数
人口 7,588人(-13)
男 3,772人(-7)
女 3,816人(-6)
世帯 2,917世帯(-7)
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春の青少年健全育成運動
実施期間：令和２年３月１５日～４月３０日
推進目標：県民総ぐるみで次代を担う子どもたちの
健全育成に取り組もう
◇「おぜのかみさま県民運動」を推進
し、地域と家庭で子どもたちの安全・
安心なインターネット利用を考えよう

生涯学習奨励員活動支援
学習会 ７月２０日・８月１７日「生涯学習活動がつくる地域の輪」ほか

子育て・親子支援
【めばえ学級】６月１２日～１２月１１日 全６回 「手遊び・体操」ほか
【ひよこ学級】９月１９日～１１月７日 全４回 「親子のふれあい遊び」・
育児相談・ベビー＆ママのヨガ体験ほか
【愛称ＢＰ 親子の絆づくりプログラム赤ちゃんがきた！】１１月２１日
～１２月１２日 全４回 新しい出会い・赤ちゃんのいる生活ほか
【子育て支援講座】１１月２７日「片付け上手な子どもに育つ整理収納術」
１２月５日「冬の食養生のお話とアロマクラフト体験」

国指定重要文化財 阿久沢家住宅

「桜のライトアップ」が行われます
阿久沢家住宅は、赤城南麓の歴史を物語る貴重な文化遺産です。
この文化遺産を活用したスローシティ交流事業として、毎年見事な
花を咲かせる桜のライトアップを行います。ぜひお出かけくださ
い。
期日：４月１日（水）～４月７日（火）
時間：日没～２０：３０まで
会場：阿久沢家住宅
主催：阿久沢家住宅活用委員会
共催：前橋市教育委員会
後援：前橋市
問い合わせ先：阿久沢家住宅活用委員会事務局
電話 ０２７-２１２-２６１１

７月９日～９月９日 全５回

「ふるさとの先人がおしえてくれたもの」ほか

地域ふれあい講座
NPO法人赤城自然塾

【編み物教室】９月２５日・３月１０日（中止） ジャンボかぎ針で編むバ
スケット、円座
【ヘルスアップ宮城】７月１０日～１２月９日 全１１回 運動実習ほか
【ウォーキング教室】１０月１０日（木） 効果的な歩き方
【ヘルスアップ講座 ～体幹・バランスアップ編～】１１月２７日・１２月
１８日 ストレッチポール・スタビライゼーション
【みやぎ産の食材で作る三夜沢あずきあんパンづくり】１２月２１日 あん
パン・ショートパスタスープ・野菜ごまあえ
【春の星空観察会】２月２８日 中止
【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】
２月２２日 赤城山信仰と赤城神社・３月７日（中止）

宮城地区文化祭
１１月２日（作品展示）、１１月３日芸能発表 作品展示、模擬店

人権教育推進事業
受賞した松村明さん

～国保・後期高齢者医療に加入の皆様～

毎年定期的に健診を受けましょう！
人間ドック健診費の助成も実施します
◆毎年、かかりつけ医で健診を受けましょう。
◆人間ドック健診費の一部を助成します。
◆ドック受付期間
４月５日（日）～８日（水）ほか
◆問い合わせ先
国保人間ドックについては
国民健康保険課 保健指導室
電話 027-220-5715
後期高齢者人間ドックについては
同 課 医療給付係
電話 027-898-6253

【夏休み連続講座】８月２日～８月１９日 全４回 人権学習映画鑑賞会・
こども電気教室・昔遊び体験・絵画教室ほか
【夏休み館外学習会】８月２１日 「憩いの森で自然観察＆サントリー榛名
工場見学」

はつらつ教室

松村明さん（宮城書道会会長）が
長野県議会議長賞を受賞
「宮 城 書 道 会」会 長 の 松 村 明 さ ん（柏 倉
町）が一般社団法人驥山館主催第５６回全国
書初展覧会の一般の部において上位３位にあ
たる長野県議会議長賞を受賞されました。
「宮城書道会」は公民館報２月１５日号の
宮城小学校のコーナーで紹介しましたとお
り、学校支援ボランティア「宮城小えがお応
援隊」として永年にわたって児童の書初めの
指導を行っています。

青少年体験チャレンジ

鼻毛石集会所事業
【編み物・手芸教室】 ６月１４日～１０月２５日 全８回
【健康運動教室】 １月１７日～２月２１日 全４回 ひめトレほか

【行政相談のお知らせ】

～赤城南面千本桜まつり
実行委員会からのお知らせ～

桜まつりが行われます！
新型コロナウイルス
期日：４月4日（土）
感染拡大防止のため

～４月19日（日）

中 止

（開花状況により期間を変更する場合があります。）

みなさんお誘い合わせのうえ、
になりました。
ご来場ください。

日

時：４月２０日（月）
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

お店やさんごっこ ＆ スキー教室

節分 豆まきで鬼払い

赤城育心こども園
２月１８日（火）に毎年恒例になっているお店やさんごっこが行われまし
た。３歳児以上児クラス混合で６つのグループにわかれて活動が始まりまし
た。お店の内容や活動場所、時間は、５歳児ゆり組が中心となって決め、３
歳児、４歳児のお友だちを引っ張ってくれました。当日は、子どもたちが工
夫を凝らした数々の名店が園内を埋め尽くしました。
また、２月２１日（金）は、５歳児ゆり組のスキー教室がありました。初
めて経験する子どもたちがほとんどでしたが２時間ちょっとでクラスの全員
が自分でとまるところまで体験してきました。スキーで経験した達成感や満
足感が子どもたちのこれからの人生の中で力になってくれればと思っていま
す。

楽しかったお店やさんごっこ

宮城幼稚園
宮城幼稚園では２月３日（月）に豆まき集会が行われました。子どもたち
は、自分の福枡や鬼のお面などをつくり、豆まきに参加しました。
年長が考えた“泣き虫鬼”“ふざけ鬼”等を商工会の方々に演じていただ
き、豆をまいて鬼払いをしました。年少さんは、囲いで隠れ家を用意しなが
らの参加でした。少し怖さも抑えられ、楽しく豆まきに参加できたようで
す。
みんなで豆まきをした後は、それぞれの学級で歳の数の豆を食べ、一年の
健康を願いました。

鬼をやっつけるぞー

勢ぞろいした鬼と園児

隠れ家から鬼退治

豆まきの後は歳の数の
豆を食べました

ゆり組のスキー教室

１年間の成果とまとめ!!
学習参観＆６年生を送る会が行われました
宮城小学校
２月２１日（金）、今年度最後となる『学
習参観』が行われました。各学級で「一年間の
学習の成果とまとめ」を意識した授業が行われ
ました。たくさんの保護者の皆様にご参観いた
だくとともに、懇談会にも多数ご参加いただ
き、ありがとうございました。
また、２月２８日（金）には『６年生を送る
会』が行われました。６年生へ送る各学年の発
表は、時にユーモラスな演出で笑わせたり、時
にホロリとさせる演出で感動を与えてくれたり
と、どの学年も趣向を凝らしていました。見て
いる６年生や保護者の方々も、様々なことを思
い出しながら胸を熱くしているようでした。
そして最後、６年生が『６年間の思い出』
として小学校生活を振り返りつつ新たな旅立ち
への決意を込めた寸劇で見事な締めくくりをし
てくれました。
『平成』から『令和』へと元号が変わった
今年度。『令和』初の卒業生として宮城小を巣
立っていく６９名の６年生のみなさん。ご卒業
おめでとうございます。そして、４月から始ま
る中学校生活もがんばってください。

１・２月の行事から
宮城中学校
２年生の発表

６年生の発表

１月１８日（土）に、ヤマト市民体
育館前橋を会場に中学一年生大会が行
われました。宮城中バレー部１年生は
正規部員が３名しかいないため、他の
部からボランティア部員を募り、参加
しました。強豪校を含む１８校が出場
する中で、普段主力として活躍する２
年生が裏方としてサポートにあたり、
チームワークの良さで３位入賞を勝ち
取りました。

３位入賞のバレーボール

冬季トンボ杯バスケットボール大
会（Ｄブロック） 優勝

お知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け
て、宮城小学校は３月４日（水）から３月２５
日（水）までの期間、臨時休校となっていま
す。

◇部活動の活躍
前橋市中学一年生バレーボール大
会 第３位

６年生を送る金管演奏
（５年生）

２月２日（日）に、市内２２校を４
ブロックに分け、木瀬中学校体育館等
を会場に開催されました。宮城中は第
五、春日、芳賀、箱田と５チームで争
い、見事ブロック優勝を勝ち取りまし
た。

前橋市立図書館 宮城分館 新刊案内
＜一般書＞ドミノin上海
恩田 陸 ＜児童書＞気をつけよう!ネット動画1
海の十字架
安部 龍太郎
もう投げださない!続けるチカラ
猫君
畠中 恵
冒険!でんしゃ迷路
新火盗改鬼与力[4]
鳥羽 亮
昭和の子どもとお店屋さん
あっけらかん（よろず相談屋繁盛記シリーズ⑤）
野口 卓
日本の妖怪百科
リノベーションでかなえるカッコよくすっきり暮らせる家
ほねほねザウルス22
主婦と生活社
ハロー、ここにいるよ
立ち入り禁止の裏ネタ・隠しネタ大全
青春出版社
パンでんしゃ

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
３月…１９日（木）・２６日（木）
４月…２日（木）・９日（木）・１６日（木）・２３日（木）・３０日（木）

Dブロック優勝のバスケットボール

先月、受入分の一部です

小寺 信良／監修
深谷 圭助
大河原 一樹
高部 晴市
岩井 宏實／監修
岩崎書店
エリン・エントラーダ・ケリー
有田 奈央

【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

