宮城地区人口と世帯数
人口 7,409人(+3)
男 3,688人(+8)
女 3,721人(-5)
世帯 2,959世帯(+4)
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ひよこ学級 参加者募集
子育て中のママやパパ、おじいちゃん、おばあちゃん
お子さんと一緒に楽しい時間を過ごしませんか？
◇対 象 ０歳～１歳６か月未満児の親子または家族 ６組
託児は
◇会 場 宮城公民館
ありません
◇参加費 無料
◇申し込み ８月１０日（火）から直接、または電話で宮城公民館に
◇問い合わせ先 宮城公民館
電話 ０２７－２８３－６８８６
◇日時・内容等
回

日

時

内

9月16日（木）
１ 10:30 ～ 12:00

9月28日（火）
２
10:30 ～ 11:30

10月 7日（木）
３ 10:00 ～ 12:00

10月19日（火）
４
10:00 ～ 12:00

容 ・ 講 師

水分補給用飲み物
着替え、タオル 等

「心も体もリフレッシュ」
・ベビーと一緒にヨガ体験
講師：ヨガインストラクター

水分補給用飲み物
着替え、タオル、ヨガ
マット（またはバスタ
オル）等

「成長の記録にひと工夫」
・楽しい遊び
・手形・足形アートの作品作
り
講 師 ： petapeta-art ア ド バ イ
ザー

水分補給用飲み物
タオル、お手ふき、ク
レヨン（お持ちの方）
等

「足を育むくつ選び」
・くつ選びの基礎知識
・正しい計測方法
・くつの履き方、履かせ方
講師：くつえらびマイスター

水分補給用飲み物
着替え、タオル 等

・終了時間は予定です。
・新型コロナウイルスの影響のため、教室を中止する場合があります。
・来館の際、事前の検温及びマスクの着用(２歳未満児不要)、手指の消毒を
お願いいたします。

地区市民運動会・文化祭 中止
今年度の地区市民運動会と文化祭は中止となりました。いずれも自治会連合会
と関係各団体が協議した結果、多くの参加者や不特定の応援者、観客が集まる中
で新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ万全の対策をとれないことから中止の方針
となりました。その後の自治会連合会の会議で最終的に決定されました。
２年連続の中止となり、非常に残念ですが、皆様のご理解をお願いいたしま
す。
問い合わせ 宮城公民館 電話 ０２７－２８３－６８８６

027-283-6842

ホーム→施設・組織を探す→教育委員会事務局→宮城公民館

集団健診（検診）のご案内
全ての健診（検診）で事前申込みが必要です（先着順で定員あり）
■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】
当日
日 程
申込期間
申 込 先
受付時間

９月

２１日（火）
※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９月３０日
です

３０日（木）

8：30
～11：00

９月１日
～９月２２日

持 ち 物

「親子のふれあい遊び」
・乳幼児が喜ぶ遊び
・月齢にあう遊び
・育児相談
講師：幼児教育アドバイザー

人権を考える

027-283-6886

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

□令和３年度健康診査受診シールが必要です。
□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

➡

詳しくは健康増進課のホームページをご覧ください。

『こどもと手仕事』２回連続講座 参加者募集
阿久沢家住宅で大人も子供も手仕事をしながら、今と昔の暮らしの違いを感
じてみましょう。
①さつまいものツルでカゴ編み＆簡単紙袋作り
②「植物と香りの教室」アロマのスプレー＆ソルト作り
日時 ①８月２１日（土） ②９月５日（日）
全日１０時～１１時３０分
会場 国指定重要文化財 阿久沢家住宅 前橋市柏倉町６０４番地１
対象 小学生３年生以上のお子さんと保護者 １０人
費用 ①無料 ②材料費５００円
講師 ①安生みさと ②正木典子
申し込み ８月１０日（火）から受付
文化財保護課 電話 ０２７‐２８０‐６５１１

生涯学習フェスティバル2021 中止
毎年夏に開催している、イベントを通して学べる祭典「生涯学習フェスティバ
ル」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。
それに伴い、ダンス・合唱等の発表を行う「市民のステージ」も中止とし、今
年度の出演団体募集は行いません。
昨年に引き続き、２年連続での中止となり、イベントを楽しみにされていた方
には大変申し訳ございませんが、ご理解の程お願いいたします。

問い合わせ 生涯学習課 電話 ０２７－２１０―２１９８

【行政相談のお知らせ】

「コンビニにもＡＥＤが設置されています！」

【女性】
女性と男性は平等であるということは、日本
国憲法に定められています。さらに、男女共同
参画社会基本法には男女の人権の尊重を掲げ、
男女の個人としての尊厳の重視、性別による差
別的取り扱いの禁止、個人としての能力を発揮
する機会の確保等がうたわれています。
しかし、職場等における男女差別や、セク
シャル・ハラスメント、配偶者やパートナーか
らの暴力、ストーカーといった女性に対する人
権侵害が依然として発生しており、大きな社会
問題となっています。これらの問題の解決のた
めには、女性と男性が対等なパートナーとして
認め合い尊重し合うことが大切です。
「人権啓発リーフレット
『やさしい心』」から

前橋市では、２４時間営業等のコンビニエンスストアにもＡＥＤ
（自動体外式除細動器）を設置しています。
倒れた人に遭遇するなどの緊急時にＡＥＤが必要となった場合は、
最寄りのＡＥＤが設置されているコンビニへ行き、「ＡＥＤを貸して
ください！！」と言って、ＡＥＤを受け取り使用してください。
また、使用後のＡＥＤは、借り受けたコンビニへ返却をお願いしま
す。
設置場所など詳しくは、
市のホームページをご覧く
ださい。
問い合わせ先 保健総務課
電話 ０２７－２２０－
５７８１

日

時：８月１８日（水）
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

ゆり組（５歳児）がお泊り保育

令和４年度 新入園児を募集！

赤城育心こども園

宮城幼稚園
○該当者
・３歳児 平成３０年４月２日～平成３１年４月１日生まれ
・４歳児 平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生まれ
・５歳児 平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生まれ
※市内在住または、来年４月１までに本市へ転入予定の人
※４歳児・５歳児は随時募集
○申し込み 令和３年９月１日（水）～１０月１５日（金）
※申し込みに必要な書類は、８月１８日（水）から宮城幼稚園で配付します。受
け取りにおいでください。宮城幼稚園のホームページからでもダウンロードでき
ます。
◎見学を希望の方は、事前に宮城幼稚園までご連絡ください。
宮城幼稚園 電話 ０２７－２８３－３０６０
◎宮城幼稚園は、令和５年度末で閉園しますが、令和４年度と令和５年度の新入
園児は引き続き募集します。詳しくは幼児教育センターまで問い合わせてくださ
い。
幼児教育センター 電話 ０２７－２３０－９０８９

７月１６日（金）～１７日（土）に ゆり組（５歳児）のお泊り保育をこども
園で行いました。
コロナウイルス感染症でさまざまな行事を縮小や中止にしてきましたが、群馬
県の警戒度が下がったため行うことができました。
お泊り保育を楽しみにする半面、初めておうちの人から離れてお泊りを経験す
るお友だちもいて寂しくなったり不安になったりとさまざまな感情を見せてくれ
ました。それでも気心知れたお友だちと夕食作りやキャンプファイヤーなど普段
できないことを経験し、一晩一緒に過ごした子どもたちは、友だちとの関係も深
まり、自信に満ち溢れて朝を迎えていたように感じました。
次の日におうちの人が迎えに来てくれての対面は、親子の関係も深まったよう
に思います。
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＜未就園児のつどい「たんぽぽクラブ」＞お待ちしています！！
次回の予定 体を動かして 遊ぼう！ 手型を おしてみよう！ 芝生の庭で
遊ぼう！
日 時
９月８日（水）１０：００～１１：００（受付９：４５～）
場 所
宮城幼稚園 たんぽぽの部屋・園庭
内 容
室内で一緒に過ごしたあと、広い芝生のある園庭で遊んでいただけま
す。保護者の方は、けがのないように、お子さんと一緒に遊んでくだ
さい。
※ 希望の方は、園舎内をご案内いたします。

２年ぶりの水泳学習
宮城小学校
待ちに待った、水泳の学習が始まりました。７月５
日に警戒度が「２」に引き下げられたことにより、よ
うやくプール に入ることができまし た。何と言っ て
も、２年ぶりの水泳学習です。１年生にとって、小学
校生活で初めてのプール体験であることはもちろんで
すが、昨年度一度も水泳学習ができなかった２年生に
とっても、初めてのプール体験です。また、３年生・
４年生共に初めての「中プール」での水泳学習。さら
に、５・６年生にとっても初めての「大プール」での
水泳学習となりました。月日の経過を改めて実感しま
した。
７月１２日(月)から、各学年が水泳学習を開始しま
した。全ての学年の児童にとって、初めての体験とな
る水泳学習です。体に水をかけてから、十分安全に気
を付けながらゆっくりと水の中に入りました。皆で同
じ方向へ歩いて大きな渦を作ったり、水中に潜ってゴ
ム製のブロックを拾ったりしながら、少しずつ水に慣
れるようにしていきました。水に慣れてくると、高学
年は泳ぎの練習も始めました。
どの学年の児童も、「プールのきまり」を守り、安
全に楽しく水泳の学習を行うことができました。梅雨
空の合間を縫いながら、全ての学年の児童がプールに
入れたことを大変嬉しく思います。今年の水泳学習は
終わります が、来 年の夏が待ち遠し いことと思い ま
す。
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７月３日（土）ソフトテニス個人戦を皮切りに市内の各会場で前橋市中学校総
合体育大会が開催され、各部活動とも３年生を中心に一生懸命取り組みました。
残念ながら敗退してしまった部活動もありますが、３年生は、自分の力を出し
切り、精一杯戦う姿を後輩たちに示してくれました。１・２年生はそんな先輩た
ちの姿を心に焼き付け、新しいチーム作りに生かしてくれることと期待していま
す。なお、以下の生徒が入賞・県大会
への出場を果たしました。
市
優
保護者ならびに地域の皆様にはたく
勝
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さんの応援をいただき、心より感謝申
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し上げます。
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ブロック拾う２年生

腰洗い槽に入る４年生

中プールで泳ぐ６年生

県大会出場者
【団体】
○剣道男子
優勝
県大会出場
加藤さん、深澤さん、
深澤さん、町田さん、小堀さん
【個人】
◯剣道男子
優勝
加藤さん
県大会出場
準優勝
深澤さん
県大会出場
第３位
深澤さん
県大会出場
ベスト１６ 小堀さん
県大会出場
○陸上
共通男子砲丸投げ 第５位
阿久沢さん
県大会出場
○水泳
男子５０ｍ自由形 出場標準記録突破
江黒さん
県大会出場
男子１００ｍ自由形 出場標準記録突破 江黒さん
県大会出場
◯女子ソフトテニス
ベスト１６ 関口さん・鈴木さんペア
県大会出場

○野球
◯サッカー
○バスケット女子
○バレー女子
○テニス男子団体
○テニス女子団体
○卓球女子団体
○剣道女子団体

２回戦惜敗（対荒砥中）
１回戦惜敗（対南橘中）
１回戦惜敗（対明桜中）
準々決勝惜敗（対富士見中）
１回戦惜敗（対南橘中）
２回戦惜敗（対富士見中）
１回戦惜敗（対第七中）
決勝トーナメント進出、１回戦惜敗（対附属中）

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＞
本心
黒牢城
ほんものの魔法使
うさことば辞典
くらべてわかる!キリスト教イスラーム入門
街場の芸術論
善玉酵素で腸内革命

平野 啓一郎
米澤 穂信
ポール・ギャリコ
森山 標子
齋藤 孝
内田 樹
國澤 純

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
８月…５日（木）・１２日（木）・１９日（木）・２６日（木）
９月…２日（木）・９日（木）・１６日（木）・２４日（金）
３０日（木）
※8月9日(月)・9月20日(月)・23日(木)は午前10時から午後5時まで開館

バトル・ブレイブス空の王者ワシと大空中戦! パンク町田／監修
ムズカシそうなSDGsのことがひと目でやさしくわかる本 本田 亮
すごすぎる天気の図鑑
荒木 健太郎
予防・手当・体づくり
鈴木 和弘
あしたもオカピ
斉藤 倫
サマークエスト
北山 千尋
トムとジェリーのまちがいさがし
宮村 奈穂／絵
【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

