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第188号 

宮城地区人口と世帯数 

  人口 7,496人(-12) 

   男 3,731人(-2) 

   女 3,765人(-10) 

  世帯 2,953世帯(+1) 
令和２年12月末現在 

()内は前月比 
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【行政相談のお知らせ】 
 

日 時：２月１８日（木） 

    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 
 

 人権教育のいっそうの推進を図るため、宮城小、宮城中の児童生徒

が作成した人権標語を提供していただき、１月と２月の公民館報で紹

介します。今月は宮城小児童の作品です。 

 また、作品は公民館ロビーに３月５日（金）まで展示しています。 

人 権 標 語                 

【募金 お礼】 
 各町自治会を通じて「赤十字寄附金・会費」、「赤い羽根募金」、「歳末た

すけあい募金」にご協力いただきまして大変感謝申し上げます。 

 宮城地区の寄附金等の金額をご報告いたします。 

 

           前橋市日赤募金委員会宮城地区分会長 六本木 庫一 

        群馬県共同募金会前橋市支会宮城地区分会長 六本木 庫一  

【期 日 前 投 票】 

前橋市議会議員選挙における宮城地区の投票状況 

 

【市民税・県民税等の申告に関して事前のお知らせ・お願い】 

≪感染症拡大防止対策のお知らせ≫ 
１ 申告会場において、３密に配慮した窓口設置とするため窓口を減らしての対応 

 となります。 

２ 混雑状況により入場を制限する場合や受付時間内でも受付を終了する場合があ 

 ります。 

３ 支所の休日受付はありません。休日受付については、市役所市民税課（２階３ 

 ４番窓口）で行います。 

  

≪来場される方へのお願い≫ 
１ 来場前に体温を測り３７．５度以上の発熱がある場合は来場をご遠慮くださ 

 い。 

２ 人の密集を避けるため、複数人での来場はご遠慮ください。 

３ マスクの着用、手洗い、手指の消毒等にご協力ください。 

 

○問い合わせ先 前橋市宮城支所税務課 

        電話 ０２７－２８３－２１４１ 

２月７日（日）は前橋市議会議員選挙の 

投票日です 

※期日前投票及び不在者投票を含みます。 

※前回の前橋市議会議員選挙の状況を記載しています。 

投票時間：午前７時～午後７時（一部の投票所を除く） 

５年生 

 優しさを みんなで感じて 仲良くね         大崎さん 

 認め合い 受け入れ合おう お互いを         楠元さん 

 いじめはね 相手の心も自分の心も 傷つける    瀬戸川さん 

 やさしさで 笑顔をたくさん 作ろうよ       眞隅田さん 

 友達を守ってあげよう 勇気をもって         松村さん 

 ありがとう その一言で笑顔になる          宮田さん 

 友達は 大切にしよう 宝物             大澤さん 

 ありがとう みんなが 笑顔になる言葉        荻原さん 

 相手の話や相談を ちゃんと聞く そして勇気づけてあげる 

                           倉澤さん 

 元気よく 仲よくみんな 宮城っ子          田中さん 

 ありがとうは 人をのばす いい言葉         前原さん 

 ありがとう 自分もみんなも いい気持ち       矢島さん 
 

６年生  

 あいさつは 一人も笑顔 みんなも笑顔        掛川さん 

 いじめなく 心やさしい 宮城っ子          北爪さん 

 一人より たくさんいれば 楽しいよ         下田さん 

 学校は みんなで楽しく 過ごす所          高橋さん 

 ぜったいに いじめを防ぐ 全員で          田中さん 

 その一言で だれかの未来が 変わってしまう     横丁さん 

 友達と 話をしよう 仲良くしよう         阿久澤さん 

 つくろうよ いじめがない 学校を          田村さん 

 かげ口は 仲間はずれの 第一歩           千葉さん 

 いじめなく 仲良く過ごそう 学校生活        松村さん 

 毎日の 元気なあいさつ 忘れずに          山賀さん 

 投票日当日、仕事や旅行などで投票に行けない場合や、感染症対策で投票日当

日の混雑を避けるために、あらかじめ投票できます。 

 期日前投票に必要な宣誓書は入場券の下段にあります。事前に記入し、期日前

投票所に持参してください。 

 期日前投票期間中の各投票所の混雑状況などは本市ホームページからご覧くだ

さい。 

期日前投票所  投票期間 

前橋市役所（１階市民ロビー） 
令和３年２月１日（月）～６日（土） 

午前８時３０分  ～  午後８時 

支所・市民サービスセンター（公

民館） 

前橋プラザ元気２１（３階） 

令和３年２月１日（月）～６日（土） 

午前９時  ～  午後８時 

投票所名 
当日有権者数

（人） 
投票者総数(人) 投票率（％） 

78 宮城公民館（改善センター） 2,175 1,334 61.33 

79 柏倉町集落センター 800 522 65.25 

80 柏倉町コミュニティセンター 525 293 55.81 

81 市之関町集落センター 576 366 63.54 

82 三夜沢赤城神社氏子会館 205 110 53.66 

83 苗ヶ島町集落センター 972 731 75.21 

84 馬場町集落センター 424 308 72.64 

85 大前田町集落センター 1,130 696 61.59 

平成29年2月12日                                         

有権者の皆様に安心して投票していた

だけるよう、投票所・期日前投票所にお

いて、消毒液の用意などの感染症対策

を行います。 

 「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。 

 

期 間：令和３年２月１２日（金）まで 

場 所：宮城公民館ロビー 

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ていない未使用の 

 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。 

 【書きそんじハガキ 

    ・キャンペーン】 

赤十字寄附金・会費 853,000円 

赤い羽根募金 551,500円 

歳末たすけあい募金 280,350円 



こども園・幼稚園・小学校・中学校の話題 

クリスマス会                     

               赤城育心こども園 

おたのしみ集会 
                    宮城幼稚園 

１２月１７日（木）は、みんなが楽しみに待っていたおたのしみ集会でし

た。 

今年は、１６ミリ映写機でクリスマスに関するお話しを見ました。デジタ

ル化が進んだ現代では、とても珍しく、映画館のような気分を味わうことが

できました。その後、コロナ禍で来園できないサンタさんからのビデオレ

ターをみんなで見て、プレゼントが幼稚園に届けられていることを知りまし

た。子どもたちは「えー！どこ？どこ？」「あっちかな？」と口々に言いな

がら探していました。プレゼントは、園長先生から一人一人もらい、とても

満足そうでした。来年は、サンタさんが来られるといいですね☆ 

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。 

 １２月１日（火）に校内マラソン大会を行いました。コロナウイルス感染

拡大防止や熱中症の対策を講じ、予定よりおよそ半月遅れでの実施となりま

したが、一人一人が自分との戦いを意識して、力を出しきりました。歯をく

いしばって走る姿や完走を果たした生徒のさわやかな笑顔がたくさん見られ

ました。 

 例年は、男女別に全員による一斉スタートでしたが、スタート時の密集を

避けるため、今年度は男女ともに学年別で３グループに分かれて３分間隔で

の分散スタートとなりました。３年生の楠元さんと清水さんは、３年連続第

１位を達成し、表彰されました。 

 大会当日、走路の安全を確保していただいた交通指導員さんやＰＴＡ役員

の方々、応援をしていただいた保護者や地域の方々には心より感謝申し上げ

ます。 

校内マラソン大会 
                  宮城中学校 

           

＜一般書＞探偵は友人ではない                川澄 浩平 

     人類最強のヴェネチア               西尾 維新 

     鋳物屋なんでもつくれます              上野 歩 

     東京すみっこごはん [5]（完結）         成田 名璃子 

     成功している人は、なぜ聞き方がうまいのか?     八木 龍平 

     一日一花を愉しむ花の歳時記366        金田 初代／監修 

     犬と私の交換日記                阿部 美奈子 

     ホームベーカリーで作る高級専門店のパン      荻山 和也 

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 

  １月…１８日（月）～２１日（木）※蔵書整理（分館すべて 
     休館）・２８日（木） 
  ２月…４日（木）・１２日（金）・１８日（木）・２５日（木） 
      ※２月１１日（木）は１０時から１７時まで開館 

【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 

＜児童書＞世界史探偵コナン①～③           青山 剛昌／原作 

     ピラミッドのサバイバル 3            洪 在徹／文 

     実験対決 36                  洪 鐘賢／絵 

     ぐんぐん頭のよい子に育つよみきかせいきもののお話 25 

                              山下 美樹 

     おしりたんてい おしりたんていのこい!?        トロル 

     まちのおばけずかん                 斉藤 洋 

     イッカボッグ                 J.K.ローリング  

先月、受入分の一部です 

 今年度のクリスマス会（１２月１５日）は、新型コロナウイルス感染予防

のため無観客で子どもたちと職員のみでお祝いをしました。５歳児は、本物

のキャンドルを灯して、クリスマスカロル（讃美歌）を歌ったり、聖書の中

の言葉を暗唱し、３歳児と４歳児は、イエス・キリストの生誕劇のオペレッ

タを中心に行いました。 

 舞台だけでなく会場全体を使って互いの演じる様子を見せあいながら進め

たオペレッタは、５歳児が小さなクラスをナレーションで引っ張ったり、お

うちの人のように見守ったりしてくれました。３歳児、４歳児も５歳児がい

ることで安心して自信をもって演じることができていたようです。最年長と

して活躍する５歳児の成長した姿や役割の大きさを感じたり、異年齢で支え

あう様子も見られたクリスマス会でした。 

 令和３年度 新入学児童保護者説明会開催のお知らせ 

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お願い申し上げます。 

記 

１ 日 時   令和３年２月１２日（金） １４：００～１５：１０ 

２ 場 所   宮城小学校 体育館 

３ 日 程   ・受付（体育館入り口）  １３：３０～１４：００ 

        ・学校説明会       １４：００～１５：１０ 

        ・学用品販売（体育館）  １５：１０～(購入後解散)  

 

＜お願い＞ 

・新型コロナウイルス感染症予防のため、マスク着用及び手指消毒のご協 

 力をお願いします。 

・お車でご来校の方は、体育館東側駐車場及び校庭をご利用ください。 

・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 

 

＜お知らせ＞ 

・令和３年２月２日(火)に予定していた「新入学児童体験入学」につきま 

 しては、新型コロナウイルス感染症予防のため、今年度は『中止』しま 

 す。 

オペレッタ 16ミリ映写機 キャンドルの集い 

３連覇の楠元さんの 

ラストスパート 

宮城幼稚園のホームページはこちら➡ 

http://menet.ed.jp/miyagi-kg/ 

３連覇の清水さんの 

ラストスパート 

サンタさんからのプレゼント 


