宮城地区人口と世帯数
人口 7,418人(-10)
男 3,694人(-4)
女 3,724人(-6)
世帯 2,960世帯(8)
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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

みやぎはつらつ教室 学級生募集

公民館の貸出を中止しています

会 場 宮城公民館 １階 多目的ホール
対 象 概ね６０歳以上の宮城地区在住の方
申し込み ６月３０日（水）までに 宮城公民館へ 直接または、電話で
問い合わせ先 宮城公民館 電話 ２８３－６８８６
動きやすい服装で出席してください。
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感染拡大防止のため、宮城公民館は部屋利用を一時中止し
ています。利用団体の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお
願いします。

日

１

前橋市役所

027-283-6886

時

７月６日
（火）
9:50～11:30

講師など

主な学習内容

《開講式》
気持ちよく身体を動かそう！

健康スポーツ指導
者
樺沢麗奈先生

２

７月２０日
（火）
10:00～11:45

ふるさと宮城の先人の生き方に
学ぶ
－伝統のやさしさと思いやりの
心が人権の基本－

民俗研究家
酒井正保先生

３

８月３日
（火）
10:00～11:00

高齢者の健康支援講座
熱中症 フレイル

大塚製薬(株)
矢口重信先生

４

８月１７日
（火）
10:00～11:30

管楽器演奏会

AKO
三輪明義先生
根岸修先生
奈良啓二郎先生

５

９月７日
（火）
10:00～11:30

高齢者のコロナ対策

期限は前橋市の警戒度が「３」になるまで
再開の情報や、講座の案内等は公民館報のほかホームページでお知らせしてい
ます。

ワクチン接種会場への運賃を補助
新型コロナワクチン接種会場に向かう際の「マイタク」「ふるさとバス」
「るんるんバス」「城南あおぞら号」の運賃を補助します。
マイタクは運賃が６００円割引になります（割引後の残額に対してマイタク
割引を適用）。ふるさとバス、るんるんバス、城南あおぞら号は無料で利用で
きます。往復での利用が可能です。
乗車時に新型コロナワクチン接種券を運転手に見せてください。その際に接
種券番号等を控えさせていただきます。
実施期間 令和３年５月２６日（水）～令和３年８月３１日（火）
※ワクチンの接種状況により延長する場合があります。
対 象 ワクチン接種時のマイタク、ふるさとバス、るんるんバス、城南あお
ぞら号利用者
持ち物 ワクチン接種券、マイタク利用者は利用券か登録済みマイナンバー
カード
問い合わせ先 交通政策課 ０２７－８９８－５９３９

共愛学園前橋国際
大学
小澤肇恵先生

《閉講式》

《楽しんで、学んで、運動して、健康長寿をめざしましょう！》
新型コロナウイルス感染状況によっては
延期または中止する場合があります。

【公民館情報はインターネット
・スマホで見られます】
宮城公民館のホームページでは公民館主催の教室・講座、関連の行事予定が
掲載されています。カラー版(pdfファイル)の公民館報も見られます。
ぜひご覧ください。
スマホのカメラを右の
https://www.city.maebashi.gunma.jp/
QRコードにかざすと簡
ホーム→施設・組織を探す
単に宮城公民館のトッ
→教育委員会事務局
プページが開けます。
→宮城公民館

※購入前に必ず下記に連絡
(仮申請)してください。
問い合わせ先：消費生活センター
電話 ０２７－２１２－３２６０

今年度の宮城地区体育協会主催地区市民ハイキングは中止します。昨年度に引
き続きの中止となり残念ですが、ご理解をお願いします。

「男女共同参画週間」
６月２３日から２９日まで

詐欺被害等防止機能付き
電話機の購入を補助
対 象：市内在住者で、世帯全員が６５歳以
上の人
対象機種：次の２つの機能を持つ新品の電話
機本体
①電話の着信時に電話相手に警告
メッセージを発する機能
②通話内容を自動録音する機能
補助額：購入費（電話機本体のみ）の半額
（上限5,000円）

地区市民ハイキング 中止

内閣府が公募で決定した「女だから、男だから、ではなく、私だか
ら、の時代へ。」というキャッチフレーズのもと、性別にかかわりな
くそれぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の実現を
めざしています。

パネル展示を行います。ぜひご覧ください。
時：①６月１２日（土）～１７日（木）8：30～17：15
②６月２２日（火）～２９日（火）8：30～17：15
会 場：①中央公民館３階ホワイエ
②市役所１階ロビー
問い合わせ先：男女共同参画センター
電話 ０２７－８９８－６５１７
日

【行政相談のお知らせ】
日

時：６月１８日（金）
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

ぐりーんふらわー牧場に行ったよ

避難訓練を行いました

赤城育心こども園
今年度４月から入園した新入園児もこども園の生活に慣れ、それぞれ子どもた
ちは、好きな遊びや場所を見つけて保育者や友だちと遊ぶ様子が見られるように
なりました。
４・５歳児は４月２３日（金）に、おうちからお弁当を作ってきてもらい、お
おごぐりーんふらわー牧場に出かけてきました。４歳児は片道、５歳児は往復歩
きましたが、平らな道ばかりではなく、田んぼ道や杉林のでこぼこ道や坂道など
足場の悪い道もどんどん自分の足で歩くことができました。
ぐりーんふらわー牧場に着いてからも疲れを知らない子どもたち。塔の上まで
何度も登ったり、芝生に寝そべったり、築山をゴロゴロ転がったり、追いかけっ
こをしたり、お花を摘んでみたり、自然を全身で感じながら遊びました。
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「たんぽぽクラブ」へのお誘い
宮城幼稚園
宮城幼稚園では、今年度も未就園児の集い「たんぽぽク
ラブ」を実施する予定です。上のお子さんが宮城幼稚園に
在園していなくても参加できます。事前の申込は必要あり
ませんので、当日、お子さんと一緒に遊びに来てくださ
い。
たんぽぽクラブ終了後には、たんぽぽ組保育室や砂場な
どを開放しますので、お子さんと一緒に楽しく遊んでくだ
これまでの、たんぽぽ
さい。
なお、コロナウイルス感染の今後の状況により中止とな クラブの様子から
る場合もありますので、ご承知おきください。
＜未就園児の集い 「たんぽぽクラブ」＞
１ 会場
宮城幼稚園 たんぽぽの部屋 遊戯室 園庭
２ 時間
１０：００～１１：００（受付９：４５～）
３ 日程と内容
月日（曜日）
１

場 所

内

容

♪♪♪おみやげを作ろう♪♪♪
７月１５日 たんぽぽの
「幼児教育センターの先生と一緒にあそぼう」
（木）
部屋・園庭
保護者：子育てについてのおしゃべり（１５分）

２

９月 ８日 たんぽぽの ♪♪♪手型をおしてみよう♪♪♪
（水）
部屋・園庭 幼稚園で、体を動かして遊ぼう

３

９月１８日
（土）

園庭

♪♪♪おみやげをもらおう♪♪♪
（幼稚園の運動会で、走ってみよう）

♪♪♪身長と体重をはかろう♪♪♪
４ １０月２１日 たんぽぽの
「幼児教育センターの先生と一緒に遊ぼう」
（木）
部屋・園庭
保護者：子育てについてのおしゃべり（１５分）
５ １１月 ８日
（月）

遊戯室

♪♪♪幼稚園のお友達と一緒に劇を見よう♪♪♪
人形劇「もこもこの会」

６ １２月１３日 たんぽぽの ♪♪♪おうちの人と一緒に写真を撮ろう♪♪♪
（月）
部屋・園庭
おうちの人と作って遊ぼう

宮城小学校
４月３０日（金）、地震の発生を想定して今年度第１回の避難訓練を実施し
ました。地震発生の一報を受けて、児童は担任の指示で机の下へ潜り、揺れが収
まったとの放送を聞くと、落ち着いて避難を開始しました。約４分で全校児童の
避難が完了しました。
その後、起震車(地震体験車)体験と避難所開設体験を実施しました。
まず、起震車体験では４・５・６年生の代表児童が、震度５～７などの大きな
地震や、実際に発生した熊本地震・東日本大震災の揺れを体験しました。体験し
た児童はもちろん、見学していた児童・職員も大きな揺れに驚くとともに、地震
の怖さを改めて実感することができました。
次に、体育館北の外側に設置されている防災備蓄庫を見学しました。備蓄庫に
は、保存水・非常食・簡易トイレ・カセットコンロ・マットなど、避難所で必要
な資材が狭いスペースの中で上手に整理されています。
最後に、体育館で避難所開設体験をしました。代表児童が、段ボールやブルー
シート、資材などを使って「居住区」「簡易トイレ・テント」「段ボールベッ
ド」などを組み立てました。「段ボールベッド」が
とても頑丈にできていることや、普段はコンパクト
に収納されている「居住区」「簡易トイレ・テン
ト」が、使用時には大きく立体的になることを学び
ました。
群馬県は災害が少ないと言われていますが、災害
はいつ起こるかわかりません。「備えあれば患いな
し」の大切さを知り、「自分の身は自分で守る」力
を高めることにつながった機会となりました。貴重
避難所開設体験
な体験ができました。

４月１８日（日）から、競技ごとに前橋市中体連春季大会がおこなわれまし
た。昨年秋の新人戦以降培った力を一生懸命発揮しました。今年度、宮城中は前
橋市で最も生徒数の少ない中学校となりましたが、生徒達が大変活躍し、素晴ら
しい成績を残しています。結果については以下のとおりです。
【団体戦】
○野球
ベスト４ 県大会出場
○バレー女子
第５位
県大会出場
○卓球女子
第４代表 県大会出場
○剣道男子団体
２回戦 対大胡中戦 惜敗
県大会出場
○剣道女子団体
１回戦 対第一中戦 惜敗
○バスケット女子
２回戦 対富士見中戦 惜敗 県大会出場を決めた卓球
部女子部長本橋さん
○ソフトテニス男子団体 ２回戦 対第七中戦 惜敗
〇ソフトテニス女子団体 １回戦 対第五中戦 惜敗
○サッカー
１回戦 対鎌倉中戦 惜敗
○陸上……５月８日に予定されていた春季陸上大会は、新型コロナに対する県の
警戒度が「４」に上がってしまったため、５月３０日に延期となりました。
【個人戦】
○剣道男子
加藤さん
優勝
県大会出場
深澤さん
ベスト８
県大会出場
深澤さん
ベスト８
県大会出場
町田さん
ベスト１６ 県大会出場
○剣道女子
町田さん
ベスト１６ 県大会出場
大澤さん
ベスト１６ 県大会出場
○ソフトテニス女子 関口さん・鈴木さん ベスト１６ 剣道男子個人戦で優勝
県大会出場
した加藤さん

前橋市立図書館 宮城分館 新刊案内
＜一般書＞
居酒屋ぼったくり おかわり!2
骨を追え（ラストライン 4）
無惨なり（日暮左近事件帖 10）
今さら聞けない投資の超基本
野鳥手帳
バレリーナ式やせる姿勢
しあわせを呼ぶ108の智恵

秋川 滝美
堂場 瞬一
藤井 邦夫
泉 美智子
叶内 拓哉
佐川 裕香
川村 妙慶

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
６月…３日（木）・７日（月）・１０日（木）・１７日（木）
２１日（月）～２４日（木）
７月…１日（木）・８日（木）・１５日（木）・２７日（火）
２９日（木）

先月、受入分の一部です

＜児童書＞
どっちが強い!?X 6
エアーチーム／まんが
バトル・ブレイブス人食いワニをつかまえろ! パンク町田／監修
絶叫学級 [30]
いしかわ えみ
ルルとララのガトーショコラ
あんびる やすこ
クローバーと魔法動物 3
ケイリー・ジョージ
いちにち
ひろた あきら
へんしんどうぶつえん
あきやま ただし
【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

