宮城地区人口と世帯数
人口 7,386人(-9)
男 3,674人(-9)
女 3,712人(±0)
世帯 2,955世帯(-4)
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健康教室ヘルスアップ宮城 参加者募集
全４回で様々な運動を行います。
コロナ禍で運動から遠ざかっている今、健康習慣づくりと
運動不足解消に、お気軽にご参加ください。
◇日 程

１日目

２日目

３日目

４日目

11/17(水)

11/24(水)

12/1(水)

12/15(水)

◇時 間 午前１０時～１１時
◇内 容 ダンベル・チューブ等を使った各種体操やストレッチ等
◇対 象 市内在住の１８歳以上の方
◇募集人数 １０人（先着順）
◇会 場 宮城公民館 多目的ホール
◇講 師 健康運動指導士 園城朋子先生
◇持ち物 運動しやすい服装・タオル・飲み物・ヨガマット
※ヨガマットをお持ちでない方には貸出可能
◇参加費 無料
◇申し込み・問い合わせ
宮城公民館まで電話または直接
電話 ０２７－２８３－６８８６

公民館の自主学習グループ宮城郷土史会では、国指定重要文化財阿久沢家
住宅に興味を持ち、その魅力を広めたいと考えている方を対象に、知識と解
説力向上のための講習会を開催します。

時 令和３年１１月３日（水） 午後７時～８時
所 宮城公民館 ２階 研修室
容 阿久沢家住宅の概要
師 宮城郷土史会 関口茂副会長
１１月１３日（土）
学 午後１時～２時３０分
地 午後２時５０分～４時
容 阿久沢家住宅の解説について
師 群馬県文化財保護審議会副会長
村田敬一先生

１１月５日（金）午前１０時～(約２分間)
防災ラジオ、防災行政無線、まえばしＣＩＴ
Ｙエフエム（84.5Mhz）から訓練用の緊急地
震速報音声を放送
・訓練内容 「①姿勢を低くし、②頭を守り、③動かな
い」の3つの安全確保行動をとる訓練
問い合わせ先 防災危機管理課
電話 ０２７－８９８－５９３５

鼻毛石集会所健康運動教室 参加者募集
心豊かに健康で生活するためのエクササイズを習得するとともに、
地域住民の交流を深めることを目的として健康運動教室を開催します。
◇日 時 令和３年１０月１８日(月)、２５日（月）、１１月１日（月）、
８日（月） 全４回
午前９時３０分～１１時３０分
◇会 場 鼻毛石集会所
◇対 象 宮城地区在住者 １０人（先着順）
◇講 師 ひめトレインストラクター 吉田夕香先生
◇参加料 無料
◇持ち物 動きやすい服装
◇申し込み・問い合わせ
宮城公民館まで電話または直接
電話 ０２７－２８３－６８８６

スマホを持っていない方や電話機能しか使ったことがないような初心者向け
の講座です。
◇日 時 １０月２６日（火） 午前１０時～１１時３０分
◇場 所 宮城公民館 多目的ホール
◇講 師 ドコモショップ(ベイシア前橋モール店)
◇参加料 無料 スマホはお貸しします
◇内 容 初心者向けのスマホ講座
◇対 象 不問
◇定 員 ２０人（先着順）
◇申し込み 宮城公民館まで電話または直接 電話０２７－２８３－６８８６

※ 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。
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。

ボランティア育成講座 参加者募集

◇募集人数 １５人 先着順
◇対象者 阿久沢家住宅に興味のある人
阿久沢家住宅の魅力を広めたい人
◇参加費 無料
◇申し込み １０月３１日（日）までに宮城郷土史会事務局・岩﨑まで電話で
電話 ０９０－５９９４－４５６４

・実施日時
・訓練合図

ホーム→施設・組織を探す→教育委員会事務局→宮城公民館

初心者向けスマホ講座 参加者募集

阿久沢家住宅の魅力講習会 参加者募集

地震に備えた防災訓練「令和３年前橋シェイ
クアウト」を開催します

027-283-6842

※ 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。
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。

※ 来館の際には、事前の検温及びマスクの着用、手指の消毒をお願いします。
※ 新型コロナウイルスの状況によっては、講座を中止する場合があります。

第１回
◇日
◇場
◇内
◇講
第２回
◇座
◇現
◇内
◇講

027-283-6886

生きがいづくりやボランティア活動に取り組む前の準備として、ボランティア
について学べる講座を開催します。
◇開催日時 ①令和３年１１月１３日（土）
②令和３年１１月２０日（土）
③令和３年１１月２７日（土）
※時間は、いずれも１３時３０分～１５時００分
◇場 所 前橋市中央公民館
◇内 容 ①講演会「人生100年時代に向けたボランティアの勧め」
②前橋ボランティア連絡会による活動紹介・読み聞かせ実演 等
③バルーンアートの実演・体験（実費徴収）
◇対 象 市内在住・在学・在勤の方２０人（抽選）
◇申込方法 １０月２２日（金）までに生涯学習課へ
◇問い合わせ 前橋市教育委員会事務局生涯学習課
電話 ０２７－２１０－２１９８

マエテク参加店舗で食事をして、
合計2,500円以上のレシートを集めて応募すると、
もれなく500円分のクーポンがあたります

【行政相談のお知らせ】
日

時：１０月１８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

２学期も元気に遊んでいます

こども園９月の様子

宮城幼稚園
２学期も、宮城幼稚園の子どもたちは、マ
スク、手洗い、密を避けるなど、感染予防に
一人一人が気をつけながら元気に遊んでいま
す。
ある日の宮城幼稚園。雨の日。遊戯室で
は、年少児と年中児が、「よーい、ドン！」
と言いながら、いろいろな友達と何度も繰り
返し走っていました。廊下では、ドームのよ
うな「デン」という場所で、年長児と年中児
が、木の積み木を力を合わせて運び「ここに
つなげよう」「こっちは道だよ」などと言い
ながら自分達の基地を作っていました。
また別の日、年少児が始めた色水遊びに、
年長児が加わり、一緒に遊んでいました。年
少児は自分の遊びを楽しみながら、年長児の
することもよく見ていました。色水を違う容
器に移し替えたり、色の濃さを変えたり、
「はいジュースです。」とジュース屋さんに
なったりして遊んでいました。
自分が興味をもったことに熱中して遊ぶ、
友達と関わり合って遊ぶ、友達を認めたり友
達から認められたりする、自分なりに試した
り挑戦したりして遊ぶ・・・そんな姿を、２
学期も大切にしていきます。

遊戯室で「よーい、ドン！」

「デン」の前で

赤城育心こども園
夏の厳しい暑さが終わりを迎え、徐々に秋らしさが深まり過ごしやすい季節に
なりました。こども園の子どもたちは、園庭やグランドだけでなく近所のお宅へ
散歩に出かけたり木の実を拾ったり存分に遊びを深めています。
赤城育心こども園では、子どもたちの「やってみたい」ことを遊びの中で取り
入れたり子どもたちの興味関心が広がるようにその日の保育のプランを立てたり
して日々保育をしています。
ひまわり組（４歳児）は、ご近所のお宅を探しにいきました。そこで見つけた
のはザリガニや秋の草花。早速、園にもどり、ザリガニの特徴や生態について図
鑑で調べたり絵にかいたりし動植物に興味関心を広げていました。
ゆり組（５歳児）は、外の落ち葉集めをしていた保育者に「僕たちもやってみ
たい」とお掃除を始めてくれました。ほうきやちりとりも工夫しながら上手に使
いこなします。自分たちで園庭をきれいにし、ほかの先生たちからもお礼の言葉
やがんばりをほめられ、とてもうれしそうで自信に満ちあふれていました。赤城
育心こども園では、毎日の生活や遊びの中で子どもたちの主体性や自主性を大切
にした保育を行っています。

ザリガニ釣り

園庭掃除を手伝う５歳児

落ち葉拾い

色水遊び

２学期がスタートしました
宮城小学校
８月２７日（金）、２学期が始まりました。今年度になってから２人の転入児
童があり、全校の児童数は３０８人となりました。仲間が増えることは、大変う
れしいことです。子どもの順応性はすばらしいもので、２人ともすぐに学校に慣
れ、友達と楽しく過ごしています。
さて、本校では新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、８月２７日
（金）から９月１０日（金）までの２週間、登校時
に校門での健康観察を実施しました。職員は、児童
が家庭で記入してきた「健康チェックカード」で、
本人・家族の健康状態を確認するとともに検温を行
い、児童の健康状態の把握に努めました。校門での
健康観察を２週間継続したことで、児童の健康に対
する意識が高まり、自己管理が図れるようになりま
し た。登 校 後 は、手 洗 い・消 毒、無 言 で の 給 食 な
南門での健康観察の様子 ど、できることを徹底したり、児童の机と机の距離を
できる限り離したりして、校内での感染拡大防止に努
めました。
また、感染拡大防止を徹底するため、合同体育など学年全体での活動や複数の
学年の児童が集まって活動する「お出かけ清掃」「委員会活動」「クラブ活動」
「マーチング練習」などの異学年交流は、当面の間実施しないこととしました。
さらに、９月２５日（土）を予定していた「秋季大運動会」（みやぎんピック
２０２１）は、緊急事態宣言下であり、また、練習時間の確保が難しいため、１
０月２１日(木)に延期し、各学年ブロックごとに分散して開催することといたし
ました。地域の皆様には、本校児童の学習の成果をぜひご覧いただきたいと考え
ておりましたが、安全を最優先に考えての判断となりますので、ご理解いただき
ますようお願いいたします。
群馬県の緊急事態宣言が解除になり、警戒度が下げられることで、早く本来の
学校生活が取り戻せることを願っています。

剣道部は、５４年ぶりとなる県大会男子団体優勝を勝ち取り、全国大会への出
場権を手にしました。８月２１日神奈川県川崎市で開催された全国大会では、１
回戦で対戦した広島県代表の崇徳中に接戦の末惜しくも敗れ、団体戦での夏の熱
い戦いは終わりました。
８月２２日は同会場で全国大会個人戦が開催され、個人戦県優勝の加藤君が出
場しました。シード権があったため、２回戦から登場し、香川県代表の選手と対
戦、冷静な試合運びで相手のスキをつき、面が決まって勝利しました。３回戦は
佐賀県代表選手と互角の戦いを演じ、延長戦の末、惜敗しました。相手の選手は
剣道王国九州の中でも屈指の選手で、本大会準優勝者でした。宮城中が全国大会
への出場を果たし、活躍したことは学校始まって以来の快挙で、今後新たな伝統
として語り継がれていくことと思います。
保護者ならびに地域の皆様からのたくさんの応援ありがとうございました。
全国大会出場者
○剣道男子団体
加藤 さん、深澤 さん、深澤 さん、町田 さん、小堀 さん

全国大会 団体戦の様子

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＞
硝子の塔の殺人
仮面家族
遅番にやらせとけ
「新型コロナワクチン」とウイルス変異株
yulaの刺繡
読書の方程式
海獣学者、クジラを解剖する。
休館のお知らせ 通常毎週木曜日
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
11月…4日（木）・11日（木）・18日（木）・25日（木）
※11月3日(水)・23日(火)は午前10時から午後5時まで開館

知念 実希人
悠木 シュン
キタハラ
五條堀 孝
yula
羽田 康祐
田島 木綿子

東大教授がおしえるさらに!やばい日本史
本郷 和人
10歳から読める・わかるいちばんやさしい民主主義 五野井 郁夫
ドラえもん科学ワールド未来をつくる生き物と技術
藤子・F・不二雄
たまごの魔法屋トワ 3
宮下 恵茉
5分後に大冒険なラスト
河出書房新社
水族館
ほりかわ あやこ
【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

