宮城地区人口と世帯数
人口 7,345人(-15)
男 3,642人(-9)
女 3,703人((-6)
世帯 2,952世帯(-5)
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ホーム→施設・組織を探す→教育委員会事務局→宮城公民館

ロビー作品展を開催しました

人権標語
人権週間（12月4日～12月10日）にちなんで、人権教育の一層の推
進を図るため、宮城小、宮城中の児童生徒が作成した人権標語を提
供していただき、公民館報で紹介します。今月は宮城小児童の作品
です。
また、作品は１月１２日（水）から２月７日(月)まで公民館ロ
ビーに展示する予定です。

１２月２日～１０日（第１期）と
１２月１６日～２４日（第２期）の
２回、宮城公民館ロビー作品展を開
催しました。
新型コロナウイルスの影響で、日
頃学んだ成果を発表する機会が少な
くなっていた団体にとって貴重な作
品展となり、限られたスペースでし
た が、多 く の 作 品 が 展 示 さ れ ま し
た。

令和４年度（令和３年分）

市民税・県民税申告受付会場のお知らせ
宮城支所税務課が市民サービス課に統合されたことにより、宮城支所では
申告受付を行わず、大胡支所会場に統合となります。
宮城・粕川地区が大胡支所会場へ統合されるため、大胡支所会場は大変混
雑が予想されます。市役所市民税課宛て郵送での提出や市役所会場での申告
をご検討ください。

申告会場
対象地区
設置期間
（平日）

休日受付
受付時間

出張会場
大胡支所（２階 大会議室）
前橋市堀越町1115番地
大胡・宮城・粕川地区
令和４年２月１６日（水）
から
令和４年３月３日（木）

本会場
前橋市役所（２階 市民税課）
前橋市大手町二丁目12番1号
市内全地区
令和４年２月１６日（水）
から
令和４年３月１５日（火）

５年生
明るく 元気な声で あいさつしよう
いいことと わるいことが わかるようにしよう
友達に いじめ 悪口 ぼう力をしない
ぼう力や 悪口やめよう 言っちゃだめ
朝きたら あいさつをして がんばるぞ
みんなにあいさつをして 仲良くすごそう
ぼう力は 体も心も 傷つける
ケンカをしないで 明るい仲よしの クラスにしよう

入澤 さん
遠藤 さん
大﨑 さん
大嶋 さん
鈴木 さん
中川原 さん
西野 さん
宮田 さん

６年生
友達は とても大切な 宝物
いじめだめ 心のきずは きえないよ
いじめだめ いじめをしたら かえってくる
大切だ 心の中の 思いやり
元気よく あいさつされたら かえそうよ
勇気とは いじめをたおす 心の武器
やめようよ みんなでやめる けんかごと
「遊ぼうよ」 言ってくれたら いい気持ち
友達は 大切にしよう たからもの
おはようと 元気であいさつ いい気持ち
おはようの 元気な言葉で いっぱいに
「おはよう！」と 声をかければ もうともだち
あいさつは 言われた方も いい気持ち
ありがとう 笑顔あふれる いい言葉

朝岡
市川
小澤
北爪
久世
照井
松尾
大﨑
大澤
大野
大野
齋藤
前原
矢島

１１月３０日（火）に、宮城学習グ
ループ連絡協議会所属団体、宮城公民
館利用団体・グループの皆さん５３人
が公民館の大掃除を行いました。
普段の掃除では行き届かないところ
まで、きれいにしていただきました。
ご協力ありがとうございました。

※日程の指定はありません
令和４年２月２０日（日）
令和４年２月２７日（日）
午前９時３０分～午後３時３０分 午前９時～午後４時

詳細は、２月１日の戸別配布チラシをご覧ください。
問い合わせ先 前橋市役所市民税課
電話 ０２７－８９８－６２０３（直通）

前橋市青少年育成推進員連絡協議会長表彰
宮城地区青少年育成推進員の戸部和博さん（市之関
町）、木村健一さん（苗ヶ島町）、星野雅子さん（大前田
町）の三人の方が、このたび前橋市青少年育成推進員連絡
協議会から協議会長表彰を受けられました。
これは青少年育成推進員として青少年の健全育成、非行
防止活動への積極的な取組みが認められたものです。
今後、ますますのご活躍を祈念いたします。

群馬県子ども会育成連合会長表彰
宮城地区子ども会育成団体連絡協議
会役員の横山幸代さん（苗ヶ島町）が
長年にわたる子ども会活動の育成、指
導の功績により、群馬県子ども会育成
連合会長表彰を受けられました。
おめでとうございます。

横山幸代さん

募金のお礼とご報告
各町自治会を通じて、「赤い羽根共同募金」と「歳
末たすけあい募金」にご協力いただきまして大変感謝
申し上げます。
群馬県共同募金会前橋市支会宮城地区
分会長 松村 誠

木村健一さん

星野雅子さん

さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん
さん

公民館の大掃除を行いました

※町ごとに日程を指定します
休日受付なし

戸部和博さん

027-283-6842

赤い羽根募金
歳末たすけあい募金

541,700 円
280,150 円

【行政相談のお知らせ】
日

時：１月１８日（火）
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

今年のクリスマス

保育参観・発表会を実施しました

赤城育心こども園
赤城育心こども園は、キリスト教の教えのもと保育を行っています。キリスト
教の中でも大切にしているのがクリスマスで１１月の末からクリスマスに向けて
準備を始めています。
クリスマスまでの毎週、週初めの月曜日に３歳以上児クラスは、アドベントと
いう集いを行います。アドベントクランツのろうそくに火を灯し、クリスマスに
まつわるお話を聞いたり５歳児のクリスマスカロルを聞いたりしてクリスマスを
心待ちにします。また、子どもたちからおうちの人にクリスマスのプレゼントを
作ったりオーナメントを作って飾ったりもします。
また、３歳以上児クラスは、イエス・キリストの生誕劇（オペレッタ）を行い
ます。５歳児が語り手になり歌やセリフでお話を進めます。４歳児と３歳児が生
誕劇に出てくる役を演じます。
今年のクリスマス会は、１２月１６日と１７日の二日間、おうちの人にもきて
もらいクリスマスのお祝いを行いました。
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校内持久走大会と学習参観
宮城小学校
１１月１８日（木）、宮城総合運動公園で校内持久走大会を実施しました。当
日は、風もなく持久走大会には絶好の天候でした。１・２年生は８００ｍ（ト
ラック２周）。３・４年生は１０００ｍ（同２．５周）。５・６年生は１５００
ｍ（同３周と４分の３）を走りました。
「みやぎんピック２０２１」(運動会代替行事）終了後の１０月２２日から
１１月１７日までと短い練習期間でしたが、始業時間前や休み時間、体育の学
習等での頑張りが実を結び、大会に出場した児童全員が完走できただけでなく、
多くの児童が自己記録を更新できました。また、大会では７つの新記録が生まれ
ました。運動公園へは、多くの保護者の方々が応援に駆けつけてくださいまし
た。たくさんの声援を受けて、自分の全力を出し切って最後まで走り抜いたこと
は、個々の頑張る力を高め、自信につながったと思います。子供たちの頑張り
に、拍手を贈ります。
１１月２６日（金）、今年度初めての学習参観を実施しました。当初は学校公
開を予定しておりましたが、「密」を避けるためやむを得ず地域の皆様にはご遠
慮いただくこととし、保護者の学習参観に変更致しました。また、各家庭１名の
みの参観とし、懇談会も中止と致しました。
久し振りの学習参観は、自動車が校庭を埋め尽くすほど多くの保護者の方が参
観に訪れました。保護者の方も子供たちの活躍を楽しみにしている証だと思いま
す。また、子供たちもその期待に応えて、学習に一生懸命励んでいる様子を見せ
てくれました。
地域の皆様には、子供たちが頑張る様子をご覧いただくことができず残念でな
りませんが、子供たちは一つ一つの行事を経験することでどんどん成長していま
す。新しい年の訪れとともに、新たな目標をもち、さらに大きく育っていって欲
しいと思います。

宮城幼稚園
１ ２ 月 ２ 日（木）に 年 少 の 保 育 参 観（お 箸 の 教
室・給食試食会）を実施しました。おうちの人と一
緒 に お 箸 の 使 い 方 の 練 習 を し、そ の 後は、お箸 を
使っておうちの人と一緒に給食を食べました。大好
きなおうちの人が一緒にいてくれたので難しいお箸
も頑張れました。そして皆とても嬉しそうでした。
１２月７日（火）には年中の発表会を実施しまし
た。劇や合奏、言葉遊びなどをしました。劇では一
人一人が「三匹のやぎのがらがらどん」の役になり
きり、それぞれの幼児が、日ごろから楽しく遊びな
がら劇をしている姿を見ていただくことができまし
た。
１２月９日（木）には年長の発表会を実施しまし
た。劇や合奏、好きなこと、頑張っていることなど
の発表をしました。劇は「おむすびころりんとかさ
じぞう」です。舞台装置も工夫を凝らして、はな組
全員で作り上げた劇を見ていただくことができまし
た。また、幼稚園で作成しているポートフォリオも
見ていただき、普段の様子を写真で伝えることがで
きました。
日ごろ楽しんでいることや頑張っていることなど
を披露することができ、たくさんほめていただいた
ことで、子どもたちの自信につながったと思いま
す。

◇交流会

年長 発表会

（１２月２日）

しめ縄つくりの様子

◇文化面での活躍
書道や絵画、英語のスピーチ、理科の自由研究など、文化面でも大変活躍して
います。
群馬県警備業協会書道展覧会
共愛学園スピーチコンテスト
市英語弁論大会 Good Prize
児童文化センター作品展示

市理科自由研究発表会
４年男子ゴールイン

年中 発表会

１年生が地域の老人クラブ連合会の方たちをお招きし、学校体育館で交流会を
実施しました。３つのグループに別れ、「しめ縄・竹とんぼ・お手玉」作りを行
いました。手際良く作品を完成させるお年寄りの
手元に生徒たちの目は釘付けになりました。
宮城地区社会福祉協議会・老人クラブ連合会・
地域伝承ボランティア・民生委員児童委員協議会
の皆様など、２０人以上の方々にご協力いただき
ました。ご指導いただいたたくさんの方々に感謝
申し上げます。

市図工美術作品展出品

高学年開会式

年少 お箸の教室

１年生女子
初めての持久走

優秀賞 大畠さん
努力賞 根本さん
阿久澤さん
田中さん、田村さん、山﨑さん、岡田さん
根本さん、小林さん
天野さん、北爪さん、武井さん、天野さん、
磯田さん、小堀さん、北爪さん、高草木さん、
宮田さん、鈴木さん、鈴木さん、前原さん、
阿久沢さん、石川さん、髙橋さん、井上さん
戸部さん、本橋さん
堤さん、石橋さん、鹿田さん、北爪さん
鈴木さん、鈴木さん

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＞
畏れ入谷の彼女の柘榴
シリウスの反証
天眼通（新・知らぬが半兵衛手控帖 ⑭）
眼科119番
日本の島のごきげんな猫
医者が教える人生が変わる美容大事典
地球の歩き方aruco東京で楽しむ北欧

舞城 王太郎
大門 剛明
藤井 邦夫
中村 友昭
simabossneko
上原 恵理
地球の歩き方

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
1月…1日（土）～4日（火）・6日（木）・13日（木）
・17日（月）～20日（木）・27日（木）
※蔵書点検のため 17日（月）～20日（木）は休館
2月…3日（木）・10日（木）・17日（木）・24日（木）

世界の歴史366
シルバニアファミリーまちがいさがし
りりかさんのぬいぐるみ診療所
絶叫学級 [32]
チイの花たば
ノラネコぐんだんラーメンやさん
パンどろぼうとなぞのフランスパン

祝田 秀全／監修
ブティック社
かんの ゆうこ
いしかわ えみ／原作 絵
森 絵都
工藤 ノリコ
柴田 ケイコ

【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

