宮城地区人口と世帯数
人口 7,406人(-12)
男 3,680人(-14)
女 3,726人(+2)
世帯 2,955世帯(-5)
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夏休みチャレンジ教室 参加者募集
宮城公民館では、夏休みを利用して小学１年生から６年生を対象にチャレン
ジ教室を行います。みなさん、ぜひ参加してください。
○日 時 下記のとおり
○会 場 宮城公民館 多目的ホール
○申し込み ７月１２日（月）～７月２６日（月）までに学校配布の申込書を
宮城公民館へ直接、またはＦＡＸにて申し込んでください。
※詳しくは学校配布のチラシを確認してください。
回

１

日

時

８月 ３日（火）
人権アニメ上映会
午後１時１５分～２時 「ココロ屋」

ホーム→施設・組織を探す→教育委員会事務局→宮城公民館

公民館部屋利用を再開しました
宮城公民館では新型コロナウイルス感染防止のため、部屋利用を一時中止し
ていましたが、６月２１日（月）に前橋市の警戒度が「３」に引き下げられた
ことにより、同日から部屋利用を再開しました。
なお、密集、密接、密閉の三つの「密」を避けるため利用できる部屋の定員
を下げています。
また、部屋利用の際にはマスク着用、手指の消毒、体温チェックや使用後の
机等の消毒をお願いしています。引き続きご理解、ご協力をお願いします。

新型コロナワクチン接種会場（予約済みの医療機関）に向かう際の「ふるさ
とバス」の運賃が無料になります。

サイエンス教室
「スライムを作ろう！」
講師：ＮＰＯ法人 教育支援協会北関東

２

８月 ５日（木）
午後２時～４時

工作教室
「竹製輪ゴムてっぽうを作ってあそぼう！」
地元講師：三橋明彦先生

３

８月１８日（水）
午後２時～４時

日本画体験教室
「染料を塗った和紙でランプシェードを作る」
地元出身日本画家：須藤和之先生

スマートフォン講座を開催 参加者募集
「スマホの便利な機能をもっと使ってみたい」「ネット申し込みができるよう
になりたい」等々、そんなお悩みを解消するため、スマートフォン講座を開催し
ます。この機会にスマホの活用をもっと広げましょう。
時
場
師
容
象

８月６日（金）午後２時～４時
宮城公民館 多目的ホール
ＮＰＯ法人 教育支援協会北関東
ＱＲコードの読み取り方、ネット申し込み疑似体験
スマートフォンをお持ちで下記内容のうち３つ以上できる方
☆電話をかけたり、電話に出たりできる
☆カメラで撮影した写真を見ることができる
☆インターネット検索ができる
☆メッセージ交換ができる
☆自分に必要なアプリをダウンロードすることができる
○参加費 無料
○定 員 ２０人（先着順）
○申し込み ７月７日（水）以降に宮城公民館に電話で
○問い合わせ 宮城公民館
※新型コロナウィルスの感染状況により、講座を延期又は中止にする場合があり
ます。講座受講の際は、マスクの着用等、感染症対策にご協力ください。

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 者 ワクチン接種時の移動にふるさとバスを利用する方
持 ち 物 新型コロナワクチン接種券
利用方法 乗車時に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。
問い合わせ先 交通政策課 ０２７－８９８－５９３９
新型コロナワクチン接種実施個所（5月13日時点）のふるさとバス最寄りバス停
医療機関名

最寄りのバス停名

町田内科クリニック

大胡90 町田クリニック

大胡クリニック

大胡 8 大胡クリニック

深沢内科クリニック

大胡67 深沢内科クリニック

大野内科クリニック

大胡97 大野内科クリニック

小沢医院

大胡14 明光園・小沢医院

おない医院

大胡53 おない医院

西田整形外科

大胡73 西田整形外科

みやぎクリニック

宮城43 みやぎクリニック

吉松医院

粕川61 吉松医院前

江沢医院

粕川59 江沢医院

高橋医院

粕川55 粕川支所

ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数は、平成２５年以
降増加傾向にあります。昨今、ＧＩＧＡスクール構想推
進や新型コロナウイルス感染拡大などにより社会のデジ
タル化が進む中において、子どものネット利用が急増し
ていますが、「おぜのかみさま」を活用して、安全・安
心なインターネット利用を考えましょう。

最寄りのバス停から病院
までの距離

１分以内

納涼祭 中止
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年宮城地区納涼祭は中止を決
定しました。楽しみしていた地区の皆様、例年ご協力をいただいております団体
の皆様には、昨年に続いての中止となり誠に残念な決定となりましたが、何卒ご
理解の程お願いいたします。
納涼祭事務局（前橋市宮城支所地域振興課） 電話 ０２７－２８３－２１３１

【行政相談のお知らせ】

【夏の青少年健全育成運動】
実施期間 令和３年７月１５日～
令和３年８月３１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

027-283-6842

ワクチン接種会場への運賃を補助します

学 習 内 容

８月 ３日（火）
午後２時～４時

○日
○会
○講
○内
○対

027-283-6886

ルールを作って みんなで守ろう
おぜのかみさま
・写真をおくらない/人に見られて困る写真は送らない
・ぜったい あわない/インターネットで知り合った人とは絶対に
会わない
・個人情報をのせない/名前、住所、学校名等の個人情報は載せ
ない
・悪口などをかきこまない/悪口や人を困らせるようなことをか
きこまない
・有害サイトをみない/フィルタリングをかけて有害サイトを見
ない
・出会いをさがさない/インターネットで出会いを探さない

日

時：７月１９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

～キリスト教行事「花の日」～

オンライン保育参観

（6月7日～9日）
赤城育心こども園

～ZOOMを活用して～

宮城幼稚園
コロナ禍で通常の保育参観ができない中、少しでも幼稚園での様子を伝えたい
と思い、５月下旬から学年別に希望者を対象としたZOOMを活用したオンライン
保育参観を実施しています。
第２回目は、年少組６月１１日（金）、年中組６月１５日（火）、年長組６月
１８日（金）に実施いたしました。事前に遊びや給食の様子をビデオ撮影し、い
ろいろな生活の場面を見ていただけるような工夫もしています。
今後も感染防止のため中止になる行事もあろうかと思いますが、このような取
り組みを取り入れながら、子どもたちの成長について発信していきたいと考えて
います。

年少組

園庭で水遊び

年中組

給食の様子

年長組

赤城育心こども園は、キリスト教の教えの基、教育・保育を行っています。
６月は、キリスト教の行事で「花の日」がありました。地域社会や福祉のため
に奉仕する方々を訪ね、花を贈って感謝を表したり、病床にある方々を訪問しお
見舞いをしたりしています。コロナ感染症拡大予防のため子どもたちの訪問は限
られてしまいましたが、今年も子どもたちと職員で花かごとカードを作り、感謝
の気持ちを伝えることができました。
また、子育て支援センターひなたぼっこクラブでも花の日週間として花かご製
作を親子で楽しみました。お子さんの手形や指スタンプで花かごを作りその後、
お子さんとお花を選びながら飾りつけをしていました。「おじいちゃんに渡そう
ね～。」「きれいだね。」と親子の会話を楽しみながら素敵な花かごができまし
た。

イモ掘りの動画を
見ています
花かご製作中

地域の方へ感謝の気持ち
を伝えました

子育て支援センター
で花かご製作

親子

全校一丸となってのプール清掃
宮城小学校
５月２５・２６日の２日間、１～６年生まで
の全児童がプール清掃を行いました。幸い天候
に恵まれ、どの子も皆真っ赤な顔をしながら、
自分たちのプールをきれいにしようという気持
ちで、一生懸命清掃に励んでいました。１～３
年生は主にプールサイドを掃いたり草を抜いた
りして、４～６年生は主にプール内側の壁面や
底面・排水溝・腰洗い槽・更衣室等の清掃を行
いました。事前に用務技士さんが、大・中・小
プールの排水溝を開け、プール内の汚水や泥を
洗い流してくれたので、それぞれの作業が順調
に進みました。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、プール清掃とともに、児童が楽
しみにしていた水泳の学習も中止となってしま
いました。全校児童が、今年こそはプールに入
りたいという願いを込めて、デッキブラシ・た
わしなどを持ち、壁面を擦って苔を落とした
り、手を真っ黒にしながら草を抜いたりしてく
れたので、２年分の汚れがきれいに落ち、３つ
のプールは見違えるほど美しくなりました。
６月７日（月）に、プール開場式を行いまし
た。今年度は職員室から放送を流し、児童は各
教室で話を聞きました。協力してきれいにした
プールを目の前にしての開場式は行えませんで
したが、警戒度が下がり、児童が楽しく水泳の
学習ができるようになることを心から願ってお
ります。

排水溝の清掃 (４年)

流しの清掃(５年)

◇ マナーアップ運動について
５月１２日（水）に前橋東警察署、
市交通政策課の皆さんとともに生徒会
本部役員が、自転車のマナーアップ運
動を実施しました。群馬県交通安全条
例が一部改正され、自転車保険加入の
義務化やヘルメット着用の努力義務化
が４月１日から施行されました。自転
車が加害者となる大きな事故が全国的
に発生していることから、下校する全
校生徒に交通安全を呼びかけました。

マナーアップ運動
交通安全を呼びかけました

◇ 花いっぱい運動について
６月８日（火）、園芸委員会の活動
で、宮城ふるさと地域づくり推進協議
会からいただいたサルビアやマリー
ゴールドの苗を学校花壇に植えまし
た。園芸委員会では、今後も水やりや
除草作業をしながら大切に育て、美し
く潤いのある学校となるよう取り組ん
でいきます。
花いっぱい運動
花の苗を植えました

プール内の清掃(６年)

前橋市立図書館 宮城分館 新刊案内

先月、受入分の一部です

＜児童書＞

＜一般書＞
白鳥とコウモリ
東野 圭吾
エレジーは流れない
三浦 しをん
紺碧の死闘（傭兵代理店・改⑤）
渡辺 裕之
薬草
エリザベート・トロティニョン
人生がキラめく靴選び
森 千秋
80パターンで英語が止まらない!
塚本 亮
まとまらない言葉を生きる
荒井 裕樹

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
７月…１日（木）・８日（木）・１５日（木）・２７日（火）
２９日（木）
※７月２２日（木）２３日（金）は午前１０時から午後５時まで

８月…５日（木）・１２日（木）・１９日（木）・２６日（木）

おばけずかんアニメえほん 3
ざんねんないきもの事典 ますます
実験対決 37
ジブリの食卓アーヤと魔女
星にねがいを! 6
あら、そんなの!
ぼくとがっこう

斉藤 洋
今泉 忠明／監修
洪 鐘賢／絵
スタジオジブリ／監修
あさば みゆき
高橋 和枝
谷川 俊太郎

【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

