宮城地区人口と世帯数
人口 7,395人(-14)
男 3,683人(-5)
女 3,712人(-9)
世帯 2,959世帯(±0)
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赤ちゃんがきた（愛称:ＢＰ）受講者 募集
ＢＰとは
・初めて赤ちゃんを育てている母親のプログラ
ムです。
・安全で安心できる雰囲気の中で、自分の育児
の喜びや困りごと、親としての迷いなどを話
し合いながら、これからの子育てに必要な知
識を学ぶ、参加型のプログラムです。
◇日 時 令和３年１１月２５日・１２月２日・９日・１６日
毎週木曜日 （全４回） 午前１０時～正午
◇会 場 大胡公民館 第１和室
◇対 象 第１子（令和３年５月２６日～９月２５日生まれ）とその母親
親子いっしょのプログラムです。
◇定 員 ８組 先着順
◇講 師 ＢＰファシリテーター（子育て支援課保健師）
◇受講料 １，０２６円（テキスト代として第１回目に集金）
◇持ち物 バスタオル、オムツ２～３枚、おしりふき、ビニール袋、ビニール
シート、飲み物など
◇申し込み ９月２１日（火）から直接、または電話、FAXで宮城公民館まで
①お子さんの名前（ふりがな）・生年月日
②お母さんの名前（ふりがな）
③住所・電話番号 をお知らせください。
◇問い合わせ先 宮城公民館
電話 ０２７－２８３－６８８６
・新型コロナウイルスの感染予防のため、母親はマスクを着用、健康チェック
にご協力ください。
・気を付けていても赤ちゃん同士が接触してしまうことがありますので、ご了
承ください。
・新型コロナウイルスの感染状況により、講座を中止する場合があります。

公民館は貸出を中止しています
期限は前橋市の警戒度が「３」になるまで

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

趣味で始める音楽教室
～はじめてのウクレレ～ 参加者募集
全３回の教室でウクレレが弾けるようになります。
音楽が苦手でも、楽譜が読めなくても大丈夫です。
年齢も関係ありません。楽しく始めましょう！
○日 時 １０月５日、１２日、１９日（各火曜日）
午後７時～８時３０分
○会 場 宮城公民館 多目的ホール
○講 師 かすかわロコモコ
○対 象 市内在住・在勤・在学の方
○定 員 ２０人
○参加費 無料
○持ち物 筆記用具（ウクレレはお貸しします。）
○申込み ９月３０日（木）までに電話、またはＥメールで宮城公民館まで
※氏名（カナ）、電話番号、学生の方は学年をお伝えください。
※Ｅメールで申し込む場合は件名に「ウクレレ」と入力してください。
○問い合わせ先 宮城公民館
電話 ０２７－２８３－６８８６
Ｅメール d410224@city.maebashi.gunma.jp ➡

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、講座を延期または中止する場合が
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。

「ふるさとバス」のアプリが新しくなります！
大胡・宮城・粕川地区を走るデマンドバス「ふるさとバス」について、
１０月１日（金）から予約アプリがリニューアルとなります。
予約アプリが新しくなることにより、
今までご利用いただいていた方も再度ユーザー登録が必要となります。
お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、お手続きをお願いいたします。
※新しいアプリで予約が利用できるのは１０月１日からです。
９月３０日までは現在のアプリをご利用ください。
ユーザー登録も１０月１日以降にお願いします。
※現在のアプリでの前日予約は、９月３０日分までです。
お手数ですが、１０月１日分の事前予約は、電話でご予約ください。
※電話予約については、これまでと変更なくご利用いただけます。

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８月１０日
から一時中止しています。度重なる貸出中止で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。
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。確認をお願いします。

【宮城公民館主催事業等の状況】

★新しいアプリはこちら

★デマンドバス詳細はこちら

はつらつ教室 第５回 ９月７日 中止
めばえ学級
次回は１０月１３日 これからの申込みも受付けています。
ひよこ学級
９月１６日から全４回 参加者募集中！
※中止等の場合は申込者に電話等で連絡します。
鼻毛石集会所健康体操教室 １０月中旬開講 全４回
詳細は１０月１日発行の公民館報に掲載する予定です。

＜問い合わせ先＞交通政策課
電話：027-898-5939
FAX：027-224-3003

１０月１日以降アクセス可能

人権を考える
【障害者】
「ノーマライゼーション」（障害のある人も地域
の中で普通の暮らしができる社会）理念に基づき、
障害の有無にかかわらず誰もがいきいきと暮らせる
よう、さまざまな分野において整備が進められてい
ます。また、障害者の自立と社会、経済、文化活動
等への参加を促進するための取組も進められていま
す。
しかし、どんなに法整備やバリアフリー化が進ん
でも、社会に暮らす一人ひとりの「心のバリアー」
を取り除かなければ、障害者に対する理解は広がり
ません。障害を人それぞれが持っている個性の一つ
としてとらえることが重要で、障害を理由に差別さ
れることがあってはなりません。誰もが安心して暮
らせる社会に向け、一人ひとりが自分の問題として
考えていくことが大切です。

【行政相談のお知らせ】

【宮城支所からのお知らせ】
■□■

協力金等のお礼とご報告

■□■
日

各町自治会を通じて 「赤十字寄付金・会費」、
「参道松並木を守る会会費」にご協力くださいまし
て大変感謝申し上げます。
宮城地区の協力金等の金額をご報告いたします。

時：９月２１日（火）
午後１時～３時

場

所：宮城支所 第一会議室

前橋市日赤募金委員会宮城地区分会長
参道松並木を守る会
会長

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

松村 誠
大﨑 美一

赤十字寄付金・会費

８７６，５００ 円

参道松並木を守る会会費

６４１，５００ 円

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

広い芝生の上で水遊びとプール遊び

楽しかったよ プール遊び・川遊び
赤城育心こども園

宮城幼稚園
６月から開始予定だったプール遊びでした
が、県の警戒度が３だったため、６月は園庭
で、スプリンクラー等を使った水遊びを中心
とし、水に触れて遊ぶことを楽しんできまし
た。
７月になり、県の警戒度が２に下がったタ
イミングで、プール遊びも始めました。昨年
度は出来なかったプール遊びができ、暑い日
に水に入って遊ぶことが、気持ちいいと思っ
たり、水の不思議さ、面白さなどを感じたり
することができる良い機会になりました。
宮城幼稚園は、広い芝生の上で水遊びをし
ても泥だらけになることがないので水着に着
替えて、園庭での水遊びとプール遊びの両方
をのびのびと十分に遊ぶことができます。た
くさん水に触れて遊び、子どもたちの楽しそ
うな笑顔があふれていました。

こども園では、暑い夏を快適に過ごすため、プール遊びや泥んこ遊び、川遊び
など夏ならではの遊びを取り入れました。水や泥に全身で触れる感覚遊びは、乳
幼児の発達には、欠かせない遊びの一つです。
今年もプールに入る人数や園外保育のバスの乗車人数を制限するなど新型コロ
ナ感染症対策を徹底しながら、この時期しかできない遊びを存分に楽しみまし
た。
３歳以上児は、小平親水公園の川遊びにも出かけました。川遊びは、流れる水
の心地よさを感じたり上から落ちてくる水に打たれたりとプール遊びでは味わえ
ない水の冷たさや流れを楽しむことができました。
全身で夏の遊びを楽しんだ子どもたちはひとまわり大きくなったように感じま
す。
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避難訓練（不審者）と緊急時引き渡し訓練
宮城小学校
７月１４日水曜日の５校時に、今年度第２回の避難訓練を実施しました。今回
は、前橋市役所防災危機管理課防犯アドバイザーと前橋東警察署スクールサポー
ターを講師に招き、４年２組の児童が図工室で学習しているところへ不審者が侵
入する場面を想定し実施しました。
不審者が侵入すると、児童は担任の指示で速やかに避難を開始しました。不審
者から離れるために、校庭側のドアから一旦外へ出て、大人がいる職員室・学習
室へと避難しました。担任は、児童の安全を確保しながら不審者に対峙し、応援
に駆け付けた職員とともに不審者確保に力を注ぎました。
各教室では、不審者が侵入できないように、机と椅子を使ってバリケードを築
き、児童は気配を感じ取られないように静かに待機しました。(教室隔離方法)
最後に、不審者に遭遇した時、すぐに逃げれば不審者が追いかけてこられない
ことなどの対処方法を学びました。児童は、自分の身は自分で守る力を身に付け
ることが大切だと改めて感じていたようでした。
同日６校時は、各家庭の協力のもと、緊急時引き渡し訓練を実施しました。大
規模な災害や不審者侵入などの事件・事故、新型コロナウイルス感染症への対応
などの緊急事態が発生した場合に、学校が迅速かつ確実に児童を保護者へ引き渡
すことができるように、昨年度に引き続き実施しました。
体育館(高学年)・各教室(低学年)で待機している児童は、学校から配信した
「緊急メール」を確認後、迎えに来校した保護者とともに、速やかに、安全に帰
宅することができました。緊急時も確実に引き渡しができるように、日頃から定
期的に訓練を実施し、職員が危機意識をもつことが大切だと感じました。

赤城育心こども園では、お子様の集団保育についての相談会を９月末ま
で開催しています。お子さんの就園のタイミング、園選び、こども園や保
育園、幼稚園の違いについての説明、お仕事復帰…などお子さんの集団生
活のはじまりをお手伝いいたします。
ご希望の方は、お電話でお申し込みください。
電話 ０２７－２８３－４１４８

剣道部は、市大会優勝を果たした後、7月２８日（水）にぐんま武道館で行わ
れた県大会においても、５４年ぶりとなる男子団体優勝を勝ち取りました。その
結果、全国大会への出場権を手にするとともに、８月８日（日）にぐんま武道館
で行われた関東大会への出場も果たしました。
関東大会では、予選リーグで神奈川代表の六角橋中学、茨城代表の勝田一中に
快勝し、決勝トーナメントに進出しました。決勝トーナメント１回戦では、栃木
代表の小山三中に残念ながら惜敗し、関東ベスト１６となりました。
選手たちは関東大会で得た経験を生かし、このくやしさをバネとして、８月２
１日（土）神奈川県川崎市で開催される全国大会に出場します。
全国大会の模様は公民館報１０月号に掲載予定です。引き続き、保護者ならび
に地域の皆様からの応援をよろしくお願いいたします。

県大会の優勝旗、優勝杯を手にした
剣道部員
左から
加藤さん、小堀さん、深澤さん、
町田さん、深澤さん

バリケードの例

待機する児童（４年生）

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＞
Invert
読んでほしい
ハレルヤ!
大切な人に食べさせたいおうちごはん
終活なんか、するもんか
1日だけダイエット
観て楽しい育てて美味しい野菜の再生栽培

相沢 沙呼
おぎす シグレ
重松 清
速水 もこみち
みの もんた
木村 穣
大橋 明子

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
9月…2日（木）・9日（木）・16日（木）・24日（金）・30日（木）
※9月20日(月)・23日(木)は午前10時から午後5時まで開館
10月…7日（木）・14日（木）・21日（木）・29日（金）
※群馬県民の日(10月28日)は開館

鬼大図鑑
田村 正彦／監修
山火事のサバイバル 1
ポドアルチング／文
どっちが強い!?X ⑦ ⑧
エアーチーム／まんが
アニメコミックおしりたんてい ⑧
ポプラ社
絶叫学級[31]
いしかわ えみ
三国志（10歳までに読みたい世界名作 30）
羅 貫中
あんなにあんなに
ヨシタケ シンスケ
【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

