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宮城地区人口と世帯数 

  人口 7,552人(-31) 

   男 3,757人(-13) 

   女 3,795人(-18) 

  世帯 2,937世帯(-4) 
令和２年６月末現在 

()内は前月比 
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【行政相談のお知らせ】 
 

日 時：８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 
 

 
こんな時こそ【我が家 de 運動！】 筋力トレーニング編 

 普段何気なく繰り返している、立ち上が

り動作や歩行動作。思わず「よっこい

しょ」と言っていませんか。これらの動作

をスムーズに行うためには「下半身の筋

力」と「バランス能力」を維持することが

重要です。 

 筋肉はエネルギーの貯蔵庫とも言わ

れ、食後の血糖の多くは筋肉に蓄えられ

ます。筋肉の量が減ると糖を溜めておく

場所が少なくなるため、糖尿病などのリ

スクが高まります。下半身には太ももや

ふくらはぎ等、大きな筋肉が分布してい

ます。下半身の筋力トレーニングで効率

よく貯筋（ちょきん）しましょう。 

※室内運動は周囲の安全を確認して行いましょう。 

足を肩幅に開き、つま先を正面に向けて立つ 

「1・2・3…６」と数えながら６秒程度かけてしゃがむ

膝はつま先より前に出さない 

「7・8」と２秒程度かけて元の姿勢に戻る 

出来るだけまっすぐに伸ばした膝を「1・2・3・4」で

ゆっくり曲げる（かかとが床に着く手前で止める） 

 

「5・6・7・8」でゆっくり膝を伸ばす 

【レッグエクステンション】 

★筋力トレーニングは10回×３セット、３日に１回★ 

【スクワット】 

今後もあるかも知れない外出自粛に備えるため 

自宅で出来るストレッチを学ぼう！ 
◇日 時 第１回 ７月２９日（水）  

     第２回 ８月２６日（水） いずれも午前１０時～１１時 

     ※どちらか１回の参加でも可 

◇対 象 １８歳以上の地区在住・在勤者（先着３０人） 

◇会 場 宮城公民館 多目的ホール 

◇講 師 健康運動指導士 園城朋子先生 

◇持ち物 タオル・飲み物・ヨガマット 

     ※ヨガマットをお持ちでない方は事前に 

      お知らせください。 

◇参加費 無料 

◇申し込み・問い合わせ 

     宮城公民館まで電話または直接 

     電話：０２７－２８３－６８８６ 

※７月２０日（月）午前８時３０分から受付開始します。 

※定員の３０人に達した時点で受付終了いたします。 

 ６月６日（土）、上毛電気鉄道が東武鉄道と連携してダイヤ改正を行いまし

た。 

～主な改正点～ 

①大胡発の始発（5:40発）⇒中央前橋発の始発（5:25発）に変更 

 ★浅草8:17着でたっぷり観光！ 

②大胡行の終電（22:52西桐生発）⇒中央前橋行に変更 

 ★東京で遅くまで遊んでも大丈夫！ 

詳しくは上毛電鉄のホームページで http://www.jomorailway.com 

■会場：宮城公民館 

【子宮頸がん・乳がん検診】   

日  程 
当日 

受付時間 
申込期間 申込先 

9月 

2日（水） 

13：00～ 

    14：00 
 

8月4日～ 

     検診前日 

前橋市保健センター 

(027‐220-5784) 

【受付時間】8：30～ 

17：15 

※土日祝を除く 

3日（木） 

     

■会場：宮城公民館 

【健康診査・胸部・胃がん・大腸がん・前立腺がん・肝炎ウイルス検診】  

日  程 
当日 

受付時間 
申込期間 申込先 

9月 

25日（金） 

※容器配

付 

9：30～ 

    11：00 

※配付時間 

※大腸容器の配

付日です 

検診は行いません 

〇回収は10月2日

です 

前橋市保健センター 

(027‐220-5784) 

【受付時間】 

8：30～17：15 

※土日祝を除く 
10月 2日（金） 

9：00～ 

    10：30 

9月7日～ 

     検診前日 

      

■会場：宮城介護ステーション 

【健康診査・胸部・大腸がん・前立腺がん・肝炎ウイルス検診】 

日  程 
当日 

受付時間 
申込期間 申込先 

9月 23日（水） 
9：30～ 

    11：00 
8月17日～9月4日 

JA宮城支所 

（027‐283-2502） 

※全検診予約制、先着順で定員あり 

令和２年７月15日(水) ～ ８月31日(月) 

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 

上毛電気鉄道、ダイヤ改正でもっと便利に！ 

おぜのかみさま 

アニメーション配信中！ 

・事前の検温、マスクの着

用、手指の消毒をお願いし

ます。 

・新型コロナウイルスの状況

によっては、中止となる場合

があります。 

あらかじめご了承ください。 

□令和２年度健康診査受診シールが必要です。 

□感染症対策のため、全ての健診（検診）で事前申込が必要となります。 

□受診の際は必ず自宅で検温を済ませ、マスクを着用してください。平熱より体温

が高い（目安37.5度以上）などの体調不良時は受診を控えてください。 

問い合わせ：健康増進課 電話 ０２７―２２０―５７８４ 

 いよいよ、みやぎはつらつ教室（高齢者教室）を９月1日に開講します。 

 詳しくは、８月上旬の回覧チラシをご覧ください。 

 別途、老人クラブの会員の方には老人クラブ連合会を通じて、ご案内いた

します。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、帰国者・接触者外来を設置している

市内の医療機関への支援のため、８月１２日（水）まで市民のみなさまからの

寄附や募金を受け付けております。 

 前橋市宮城支所にて寄附の受付、募金箱の設置をしています。 
 

問い合わせ：未来の芽創造課 電話 ０２７－８９８－６５１３ 

自宅で出来る簡単ストレッチ  参加者募集 

コロナ医療戦士クラウドファンディング 

夏の青少年健全育成運動 

宮城はつらつ教室 ９月開講予定 

宮城地区集団健診（検診）のご案内 

健康チャレンジ教室（大胡）８月 中止 

お尻と太ももの筋肉が硬く 

なっていることを意識する 

膝を伸ばした時、 

つま先はしっかりと手前に引き、

顔に向ける 

宮城公民館主催 健康講座 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、８月２５日（火） 

に開催を予定していた健康チャレンジ教室（大胡）を中止とします。 

◆問い合わせ 前橋市保健センター 健康増進課 

       電話 ０２７－２２０－５７０８ 

90度以上 



こども園・幼稚園・小学校・中学校の話題 

  三密を避ける工夫をしています                       

               赤城育心こども園 

通常保育・水遊びが始まりました 
                    宮城幼稚園 

緊急事態宣言が解除され、６月１日（月）から通常保育が再開し、元気な

子どもたちの声が園内に響き渡っています。久しぶりに登園してきた子ども

たちは、みんなひとまわり大きくなったように感じました。 

新しい生活様式を取り入れたこども園の生活ですが、職員手作りの仕切り

板を使用しての食事やおやつ、食べる場所やお昼寝の場所は、クラス内だけ

でなく園舎全部を使用して分散できるようにスペースを確保し、三密をさけ

るように工夫しています。 

子どもたちの成長に欠かせない遊びに関しては、お友だち同士関わって遊

ぶ姿や３歳未満児クラスでは、身体的接触が必要な時期でもありますので、

三密を避けられないこともありますがお散歩に出かけたり同じ学年でも室内

遊びと外遊びにわかれたりしながら新型コロナウイルス感染症予防に努めて

います。 

 宮城小学校では、ＰＴＡ活動として各学年

委員会が専門部会を兼ねる体制で(１年生：

研修部、２年生：保健給食部、３年生：施設

安全部、４年生：広報部、５年生：文化部、

６年生：体育部）、年間を通して様々なＰＴ

Ａ活動に取り組んでいただいています。 

 しかし、今年度は新型コロナウイルス感染

症の影響により学校が臨時休校になるなど、

ＰＴＡ活動もストップしていましたが、６月

１日（月）からの分散登校、そして１５日か

らの通常登校と、学校の再開にあわせてＰＴ

Ａ活動もスタートしました。 

 まず、６月４日(木)、５年生の『米作り』

です。５学年委員会及び保護者の方々をはじ

め、ＪＡ青年部の方々にもご協力いただきな

がら今年も無事、田植えを実施することがで

きました。 

 また、２８日(日)には、３学年委員会そし

て保護者の皆様のご協力をいただき、「奉仕

作業」として、各教室のエアコン＆扇風機、

そして窓の清掃をしていただきました。 

３０日(火)には、１学年委員会による「読み

聞かせ」も実施されました。 

 今年度、プールの使用が中止となってし

まったため、夏休み中のプール当番に向けた

２学年委員会（保健給食部）による「救命救

急法講習会」が中止になるなど、新型コロナ

ウイルス感染症の影響から実施できない行事や活動も少なくありませんが、

「宮城小学校の子供たちのために…」と、様々な活動を計画していただいて

います。 

 ６月１５日（月）から段階的に部活動を再開しました。２２日（月）から

は１年生の仮入部も始まり徐々に活気が出てきています。２６日（金）には

各部の部長等に、これから迎える暑い夏を安全で健康に過ごせるよう熱中症

対策指導がおこなわれました。３０日（火）には部活動集会があり、１年生

が正式入部となります。 

 全国・関東・県に続き、市総体の中止が決定しました。新型コロナウイル

スの影響により、３年生にとっては中学校生活最後の大会がなくなってしま

いましたが、それぞれの競技部ごとに３年生を対象とした「交流会」を開催

し、練習の成果を発揮できることとなりました。各部の３年生を中心に、交

流会に向けて一生懸命練習に取り組んでいます。 

     部活動について 

                   宮城中学校 

６月１５日（月）から通常登園が始まりました。休園中はさみしい幼稚園

でしたが、子どもたちが元気に登園してきて、活気あふれる幼稚園に戻りま

した。 

６月になり、暑い日も多くなりました。今年度はプールの代わりにスプリ

ンクラーや塩ビ管のシャワーなどを広々した芝生の園庭に出しました。子ど

もたちは裸足になり、ふかふかした芝生の上を走り回りながら水遊びを楽し

んでいます。年長児が組み立てブロックで、ウォータースライダーを組み立

て、年中、年少の子が滑りやすいように水を掛けてくれました。また、水鉄

砲で水の掛け合いっこをして遊んだり、体中に水をいっぱい浴びて水の冷た

さや心地よさを感じたりしていました。芝生の上で裸足になって遊べるの

は、宮城幼稚園の良いところです！これからも暑い日は、のびのびと水遊び

ができるようにしていきたいと思います。 

１学年 読み聞かせ 

３学年 奉仕活動 

           

 前橋市立図書館 宮城分館 新刊案内 

休館のお知らせ  通常毎週木曜日 

 ７月…１６日（木）・２８（火）・３０日（木） 
 ８月…６日（木）・１３日（木）・２０日（木）・２７日（木） 

 ※７月２３日（木）・２４日（金）・２５日（土）・２６日（日）は 

   １０時から１７時まで開館します。     

【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 

＜一般書＞流星シネマ                    吉田 篤弘 

     合唱                       中山 七里 

     新・入り婿侍商い帖 1               千野 隆司 

     人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか        佐藤 愛子 

     90分でブラックホールがわかる本           福江 純 

     仕事ができる人の鬼インプット            間川 清 

     先生、ワインはじめたいです!          こいし ゆうか 

     ３時間でできるかごバッグ            貝塚 なおこ 

＜児童書＞ざんねんないきもの事典 さらに        今泉 忠明／監修  

     リラックマごゆるりうらない       サンエックス株式会社 

     まんが版こんにちはPython            すがや みつる 

     絶体絶命ゲーム ７               藤 ダリオ／作 

     願いを叶える雑貨店 黄昏堂              桐谷 直 

     まちがいなく名探偵                  杉山 亮 

     アンパンマンとぴいちくもり       やなせ たかし／作・絵 

     パンどろぼう                   柴田 ケイコ 

先月、受入分の一部です 

５学年 田植え 

野球部 

年長児が作った 

ウォータースライダー  
スプリンクラーの周りで 

遊ぶ子どもたち  

仕切り板を設置しました 三密を避けてお昼寝 

ソフトテニス部 


