宮城地区人口と世帯数
人口 7,373人(-13)
男 3,664人(-10)
女 3,709人(-3)
世帯 2,958世帯(+3)
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受講者募集

３歳を過ぎた子どもに「がまんする力」をつける方法
・「がまんする力」の大切さ
・こんなとき、どうしたら？
・ほめ方、叱り方

ホーム→施設・組織を探す→教育委員会事務局→宮城公民館

青少年チャレンジ教室

親子でしめ縄かざりを作ろう 参加者募集
親子で協力してしめ縄かざりを作ります。
手作りのしめ縄かざりでお正月を華やかに迎えませんか。

※ 託児はありません。
※ 来館の際には、事前に検温し、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影響のため、講座を中止する場合があります。

～共愛地域連携講座「上毛を学ぶ」～

宮城の歴史・伝承を学ぶ
共愛学園前橋国際大学の地域連携講座「上毛を学ぶ」シリーズ
の一環で、歴史の専門家が宮城地区について講義を行う貴重な機
会です。ぜひご参加ください。
◇日時、演題及び講師
１ １１月２０日（土）「赤城南麓の古代遺跡」－宮城地区を中心に－
前橋市文化財保護課 前原 豊 氏
２ １１月２１日（日）『神道集』を読む～「赤城大明神の事」と「覚満大菩
薩の事」～ 学習院大学・共愛学園前橋国際大学他、
非常勤講師 青木 祐子 氏
それぞれ午後２時～４時
◇場 所 宮城公民館 多目的ホール
◇参加費 無料
◇定 員 １００人（先着）
◇申し込み 宮城公民館まで直接または電話
電話 ０２７－２８３－６８８６
◇締め切り １１月１２日（金）

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止・延期の場合があります。

猫は責任もって飼いましょう
地域の方が快適に暮らせるように猫の
責任ある飼い方に努めましょう。無責任
な飼い方は猫にとっても大変不幸です。
猫が繁殖して増えないように去勢、不
妊手術を行いましょう。
前橋市では猫の去勢、不妊手術費用の
一部を補助しています。
詳しくは、衛生検査課までお問い合わせください。
衛生検査課 電話 ０２７－２２０－５７７７

補助金に関する
ホームページはこちら

宮城公民館や地区内で学習する団体、園児たちの制作した
作品を展示します。
皆さまお誘い合わせの上、ご来場ください。
◇展示期間 第１期 令和３年１２月２日（木）～１０日（金）
第２期 令和３年１２月１６日（木）～２４日（金）
◇時
間 月～金曜日は午前８時３０分～午後５時１５分
土・日曜日は午前９時～午後１時
◇展示団体 第１期 赤城育心こども園、宮城小学校、
宮城地区食生活改善推進員会、公民館学級生
第２期 宮城郷土史会、宮城陶芸部、子育てクラブすくすくスマ
イル、宮城幼稚園、宮城地区生涯学習奨励員連絡協議会
◇問い合わせ 宮城公民館
電話 ０２７－２８３－６８８６

◇日 時 令和３年１１月１８日（木）
午前１０時 ～ １１時３０分（予定）
◇場 所 宮城公民館 ２階 研修室
◇講 師 前橋市幼児教育センター 幼児教育アドバイザー
チャイルドハウスゆうゆう 今井寿美枝先生
◇対 象 子育て中の方、子育てに関心のある方
◇定 員 １２人
◇持ち物 筆記用具
◇受講料 無料
◇申込方法 宮城公民館まで電話または直接
１１月１５日（月）まで
◇申し込み・問い合わせ先
宮城公民館 電話 ０２７－２８３－６８８６

猫の飼い方に関する
ホームページはこちら

027-283-6842

宮城公民館 ロビー作品展

令和３年度宮城公民館子育て支援講座

今日からできる楽しい子育て

027-283-6886

◇日 時 １１月２７日（土）
午前１０時～正午
◇会 場 宮城公民館 多目的ホール
◇対 象 宮城地区在住の小学生とその保護者
先着１０組
◇申し込み １１月５日（金）から受付開始
（受付時間：平日8：30～17：15）
宮城公民館まで電話または直接
電話 ０２７－２８３－６８８６
※詳しくは学校タブレット配布のチラシ、
または公民館ＨＰのチラシを確認してく
ださい。
公民館ＨＰのチラシはこちら

昨年度の作品例

➡

女性に対する暴力をなくす運動
１１月１２日（金）から２５日（木）まで
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
配偶者などからの女性に対する暴力、性犯罪、ストー
カー行為、売買春、人身取引やセクハラなどの女性に対
する暴力は、女性の人権を侵害するとともに決して許さ
れない行為です。ひとりで悩まないでまずは相談を！
相談先 ＤＶ電話相談（平日９：００～１７：００）
電話 ０２７－８９８－６５２４

宮城地区体育協会が
群馬県知事から表彰を受けました
この度、宮城地区体育協会が群馬県知事から表彰を
受けました。
これは永年にわたるスポーツ大会の実施や地区運動
会の運営等が地域の生涯スポーツの普及発展に寄与し
たとして、その功績が認められたものです。
今後、ますますのご活躍を祈念しています。
宮
城
地
区
体
育
協
会
長

表
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手
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【行政相談のお知らせ】
日

時：１１月１８日（木）
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

１０月のこども園

親子で運動会

赤城育心こども園
今年度の赤城育心こども園の運動会が１０月
５ 日～ ８日 の４日 間で各 学年 ごと に行い まし
た。緊急事態宣言は解除されましたが、群馬県
の警戒度が４であったため子どもたちと職員で
行いました。
ゆ り 組（５ 歳 児）の「組 み 立 て 体 操・マ ス
ゲーム」は、子どもたちが組み立て体操のポー
ズ や マ ス ゲ ー ム の 振 り 付 け を 考 え ま し た。ま
た、どのようにしたらかっこよく見えるか意見
を出し合ったり、友だちと近づきすぎないよう
に声を掛け合ったりと子どもたち自ら作り上げ
た運動会になりました。
ひまわり組（４歳児）・ちゅうりっぷ組（３
歳児）・３歳未満児クラス（０.１.２歳児）もか
けっことお遊戯を行い、それぞれ楽しんで参加
することができました。

キラキラボンボンを手
に持って踊る３歳児

宮城幼稚園
１０月１４日に年少と年中学年、１０月１５日に年長学年が、楽しみにしてい
た運動会を行いました。群馬県の警戒度も下がり、保護者の方にも見ていただく
ことができました。
年長児は、だんべえ踊りやバルーンを、学級の友達と力を合わせて行いまし
た。保護者の方々からの大きな拍手が応援となり、子どもたちの力となりまし
た。年中児と年少児は、「あげあげドーナツ」の遊戯をしました。自分のドーナ
ツを作り、衣装に張り付けたり手に持ったりして踊りました。とても可愛らしい
遊戯で、保護者の方々も年長児も「可愛いね」と、微笑ましく見ていました。各
学年の親子競技、「虫取り、大好き！」や「玉入れ」「魔法のじゅうたん」と、
親子で一緒に体を動かして、「楽しかったね」を共有することができました。
保護者の方からも、「感動しました」「着替えもひとりでできてすごいね」
「バルーンがふくらんですごかった」「子どもたちが一生懸命で、涙が出ちゃい
ました」等の感想が寄せられました。親子で一緒に楽しめた運動会でした。

最後の運動会
力強く走る年長児

頑張っている子供たち！！

年長児だんべえ踊り

年長児バルーン

宮城小学校
群馬県の緊急事態宣言が解除されたことや、警戒度が「３」に下げられたこと
に伴い、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
年交流を、１０月から少しずつ再開し始めました。特別活動の機会が増えたこと
で、子供たちの頑張りが顕著に表れるようになりました。
「お出かけ清掃」とは、異なる学年の児童が４～５名程度の班を作り、６年生
の班長を中心に特別教室や階段・トイレなど決められた場所を清掃するもので
す。本校の特色ある教育活動の一つとなっています。新しい班での清掃活動が始
まりました。高学年の児童が低学年の児童の面倒を見ながら、皆で協力して清掃
活動に取り組んでいます。低学年の児童たちも、床の荷物を移動してその下にあ
るほこりをほうきで取り除いたり黙々と雑巾がけに取り組んだりと、できること
を自分で考えながら頑張っています。大変素晴らしいことだと感じています。
「委員会」では、後期の活動が始まりました。高学年の各学級から選出された
新たな委員が集まって、組織づくりを行い活動計画を立てました。児童集会は、
児童会本部委員と各委員長が挨拶や活動内容・お願いなどを録画した動画を放送
しました。各委員長は、発表内容を暗記して、堂々とした態度で発表できていて
素晴らしかったです。動画の撮影や編集などを全て子供たちの手で行ったことも
立派でした。「みやぎんピック２０２１」(秋季大運動会代替行事)のスローガン
も、子供たちが考えて決定しました。
子供たちは今、「少年ばやし」「マーチング」など「みやぎんピック２０２
１」に向け一生懸命に練習しています。地域の皆様にご覧いただけないのは非常
に残念ですが、異学年交流や委員会活動、そして行事などを通して、子供たちは
よりよく生きる力を磨いています。そのような力が地域の中でも生かされること
にご期待ください。

少年ばやしの練習

マーチング練習

年少児・年中児遊戯
「あげあげドーナツ」

猛暑の７月から練習を始め、練習が軌道に乗り始めたころ、コロナの影響で全
ての部活動が中止となってしまいました。駅伝も例外ではなく、一番力を伸ばす
ことができる夏季休業中の練習が無くなってしまいました。ようやく９月１６日
から制限の伴う困難な状況でしたが、１時間程度の練習が再開し、コツコツと県
大会出場を目指して、男女とも精一杯取り組んできました。練習では、互いに声
を掛け合ったり、アドバイスをし合ったり、生徒たちの主体的な取組が多く見ら
れるようになり、次第にチーム力を高め、結束しての参加となりました。
大会は、コロナ感染拡大防止のため、たすきをつなぐ駅伝ではなく、区間ごと
に競技場のトラックを周回するタイムレースとなりました。一本のたすきをつな
ぐだいご味や全区間を通してのかけひきや戦術も立てられない中で、選手一人一
人の走力と意地のぶつかり合いとなり、普段と違う雰囲気の中で行われました。
当日走った選手だけでなく、駅伝部として練習から参加してサポートしてくれ
た生徒など、まさに「チーム宮城」としての取組が見られました。県大会出場
は、残念ながら果たせませんでしたが、来年につながる素晴らしい取組となりま
した。
男子は６区間１８ｋｍ、女子は５区間１２ｋｍで競い合いました。
女子チーム（北爪さん、小倉さん、
北爪さん、前原さん、
小林さん）
第１９位 ５０：３５
女子オープン参加（鈴木さん、
鈴木さん、引田さん）
男子チーム（深澤さん、瀬戸川さん、
原田さん、深津さん、
深津さん、六本木さん）
第１９位 １：０７：３９
男子オープン参加（田中さん、
松村さん）

前橋市立図書館 宮城分館 新刊案内

大会を終えて（出場選手全員とコーチの
須永さん、顧問の太田・平井先生、
校長先生）

先月、受入分の一部です

＜児童書＞

＜一般書＞
透明な螺旋（ガリレオシリーズ ⑩）
パラダイス・ガーデンの喪失
白浪五人女（日暮左近事件帖 ⑪）
沈黙のちから
運命の将軍徳川慶喜
装いの影響力
世界197カ国のふしぎな聖地&パワースポット

東野 圭吾
若竹 七海
藤井 邦夫
若松 英輔
星 亮一
末廣 徳司
地球の歩き方

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
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
12月…2日（木）・6日（月）・9日（木）・16日（木）・23日（木）
29日（水）～1月4日（火）

こどもロジカル思考
茂木 秀昭／監修
すぐにできる手品
ナポレオンズ／監修
10歳からの伝える力
齋藤 孝
おばけガムをたべちゃった!
むらい かよ
ねこと王さま [2]
ニック・シャラット
がまおじさんのやま
森 環
かいじゅうたちはこうやってピンチをのりきった
新井 洋行
【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

