宮城地区人口と世帯数
人口 7,329人(-15)
男 3,635人(-7)
女 3,694人(-8)
世帯 2,955世帯(-4)
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令和３年度
宮城公民館事業・関連行事の報告

「家族への短い手紙・メッセージ」
ロビー展示します
宮城地区青少年健全育成会と宮城公民館の連携事業「家族への短い手紙・

◆教室・講座

メッセージ」募集に、２０６点のご応募をいただきました。ありがとうござい ・生涯学習奨励員
研修会7月17日・8月21日 中止「発掘された遺跡から見た宮城（赤城南麓）
ました。
の歴史」
その全作品を展示いたしますので、ご来館ください。
・子育て親子支援
展示期間中に公民館窓口にて、ご希望の方に作品集を配布します。数量に限
【めばえ学級】6月9日～12月8日 全6回うち2回中止 「七夕まつり」ほか
【ひよこ学級】9月16日～10月19日 全4回うち2回中止 「手形・足形アー
りがありますのでご了承ください。
ト」ほか
【親子の絆づくりプログラム（ＢＰ）】11月25日～12月16日 全4回 「０歳
期間 令和４年３月７日（月）～３月１６日（水）
児の育児」ほか
時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分
【子育て支援講座】11月18日「今日からできる楽しい子育て」
・青少年体験・チャレンジ活動
土曜日 午前９時～午後１時
【夏休みチャレンジ教室】8月3日～18日 全3回うち1回中止「スライムを作
日曜日 午前９時～午後１時
ろう」ほか
場所 宮城公民館 １階ロビー
【親子でしめ縄かざりを作ろう】11月27日
※マスク着用、手指の消毒等ご協力ください。
・自主学習グループ活動支援事業
【趣味で始める音楽教室～はじめてのウクレレ～】10月12日～19日 全3回
【宮城公民館ロビー展】12月2日～10日・12月16日～24日
【音楽物語～サウンド・オブ・ミュージック～】2月11日中止
・地域ふれあい講座
前橋市公式YouTubeチャンネルで、前橋市内各公
【ヘルスアップ宮城】11月17日～12月15日 全4回
民館が作成した料理や運動などの動画を１００本
【体幹・バランスアップ教室】1月28日・2月10日 全2回中止
家族への短い手紙・メッセージ募集事業（募集）12/13～12/27
以上配信しています。
宮城郷土史講座「宮城村の成立と並木事件」2月27日中止
動画を見ながら作ったり体を動かしたり・・・
共愛地域連携講座 「上毛を学ぶ」～赤城山信仰と遺跡から学ぶ宮城～
おうちで楽しく学べる講座をぜひご視聴くださ
「赤城南麓の古代遺跡」（宮城地区生涯学習奨励員・自治会連合会合同研
前橋市公民館
い。
修会を兼ねる）11月20日
オンライン講座
「神道集を読む～「赤城大明神の事」と「覚満大菩薩の事」～ 11月21日
・はつらつ教室
7月6日～9月7日 全5回うち2回中止 「気持ちよく体を動かそう」ほか
・宮城公民館オンライン講座
前橋市立図書館
動画「宮城の作物で作ってみよう①
～三夜沢あずきを使ってデザートづくり～」
前橋市立図書館新本館基本構想（案）について、パブ
・人権教育推進事業
リックコメント（意見募集）を実施します。
【編み物・手芸教室】10月8日～10月29日 全4回
募集期間：３月１６日（水）～４月１３日（水）（予定）
【健康運動教室】10月18日～11月8日 全４回「ひめトレ」ほか
資料公表方法：市ホームページ、市立図書館、Ｋ‘ＢＩＸ

YouTubeで配信中！公民館オンライン講座

パブリックコメント（意見募集）を実施します

元気２１まえばし（２階こども図書館）、

◆行事等

市庁舎（２階情報公開コーナー）、総合教

・のびゆくこどものつどい・ふれあいの広場
5月23日（日）中止
・地区市民運動会
10月3日（日）中止
・地区文化祭
11月6日（土）・11月7日（日）中止

育プラザ、各支所・市民サービスセンター
にて公開
問い合わせ先：前橋こども図書館

前橋市ホームページ
３月１６日以降閲覧
できます。（予定）

電話 027-230-8833

千本桜まつりを開催します！
期間：４月2日（土）～４月17日（日）
※開花状況により期間を変更する場合があります。
※新型コロナウイルスの状況により中止する場合があり
ます。
赤城南面千本桜まつり実行委員会

春の青少年健全育成運動
実施期間
推進目標

令和４年３月１５日～令和４年４月３０日
県民総ぐるみで次代を担う子どもたちの健全
育成に取り組もう
◇「おぜのかみさま県民運動」を推進し、地
域と家庭で子どもたちの安全・安心なイン
ターネット利用を考えよう

３.４月の住所異動窓口は、
大変混雑します
３、４月は様々なライフイベントにより、住所異
動窓口は、大変混雑します。
そのため、混雑予想カレンダーをご確認いただ
き、住所異動の届出日、時間帯及び場所の分散化並
びに新型コロナウイルス感染症予防における３密回
避にご協力をお願いします。
また、市役所市民課では臨時の住民異動窓口を
3/27（日）、4/3（日）に開設
します。ぜひご利用ください。
詳細は右の二次元コードから
ご確認ください。
問い合わせ先:市民課住民係
電話 027-898-6106
混雑予想カレンダー

【行政相談のお知らせ】
日

時：３月18日（金）
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

お店やさんごっこ

大成功

節分

豆まき

赤城育心こども園
毎年の恒例行事になっている「お店やさんごっこ」。今年も１か月の過程を経
て、２月１５日（火）に盛大に行われました。
「魚釣りやさん」「パンやさん」「お化け屋敷」「アクセサリーやさん」「アイ
スやさん」「おまつり」。年長クラスが中心になって知恵を出し合い、協力した１
か月。年齢が異なる友だちといっしょに活動して交流することで、年上の子どもは
年下の子のお手本になろうと意識したり、年下の子どもは年上の子を見習おうとし
たりするような姿も見られます。お店やさんごっこという一つの活動の中にたくさ
んの学びや育ちがあります。
今年のお店やさんごっこも大成功でした。
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寒さに負けず！
宮城小学校
立春が過ぎ、暦の上では春を迎えました
が、今年の冬はまだまだ厳しい寒さが続いて
います。例年と比較すると、気温が低く寒い
日が多いと感じますが、子供たちは寒さをも
のともせず、毎日元気に過ごしています。
２月１０日（木）の早朝より降り始めた雪
は、辺り一面を白銀の世界にし、普段とは違
う景色を醸し出しましたが、子供たちは登校
するとすぐに雪だるまを作ったり雪合戦をし
たりと、雪遊びを楽しんでいました。
１年生は、生活科「ふゆをたのしもう」の
学習で、凧揚げに挑戦しました。思い思いの
絵を描き、完成した凧を手にして校庭へ出る
と、元気に凧揚げを始めました。多くの子供
は初めての凧揚げでしたが、なかなかの腕前
を見せていました。風に乗って元気に空へ舞
い上がる凧と、強風に負けず校庭を元気に走
り回る子供たちの様子は、昔ながらの冬の風
物詩で懐かしさを感じました。
４年生・６年生は、音楽の授業で箏の演奏
を体験しました。音楽主任の指導により、楽
譜の読み方や演奏法を学び、各学級２時間ず
つの授業で「さくらさくら」の演奏がほぼ完
成するところまでこぎつけました。本来であ
れば、講師の先生をお招きする予定でした
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、断念せざるを得ませんでした。しか
し、子供たちにとっては貴重な体験となった
と思います。
寒さに負けず、感染症にも負けず、子供た
ちは毎日元気に頑張っています。地域の皆様
には、引き続き子供たちの頑張る様子を見
守っていただければありがたいです。

宮城幼稚園
２月３日の節分までの間に、それぞれ
の学年で追い出したい鬼を考えたり、鬼
のお面を作ったりしました。鬼のお面が
出来上がると、さっそく鬼に変身した遊
びが始まりました。鬼になって友達をお
どかしたり、新聞紙や画用紙を使って鬼
の嫌いな豆やイワシを作って退治しよう
としたりして、豆まき当日を迎えるまで
の間も楽しむ姿が見られました。
当日は、今年度も残念ながら感染症予
防のために商工会を招いての豆まきは実
施できませんでしたが、学年ごとにどん
な豆まきをしたいか相談して決めたこと
で、豆まきをとても楽しみにしていまし
た。
年長組は、子どもたちが鬼役を交代で
しました。年中組は、初めは担任が鬼役
になり、次は子どもたち全員が鬼役にな
りました。年少組は、年長組と年中組の
豆まきの様子を見てから鬼役になった年
長組の子どもたちに向けて、担任と一緒
に 豆 を ま き ま し た。「お に は そ と！」
「ふくはうち！」の元気な声が幼稚園中
に響き渡り、それぞれ追い出したい鬼を
退治できたようです。
詳しい様子は、宮城幼稚園ホームペー
ジ に 掲 載 中 で す。ど う ぞ、ご 覧 く だ さ
い。
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雪遊びの様子

１年凧揚げ

今年度は、施設設備の改修工事がたくさん施工され、校地内がより充実しまし
た。主なものとしては、７月から約３か月かけて西校舎全てのトイレに大規模な
改修が行われました。暗く、古めかしい和式トイレでしたが、明るくきれいなト
イレに生まれ変わりました。あわせて多目的トイレも１階に設置し、足の不自由
な方やお年寄りなど、多くの方に利用していただけるトイレが設置され、災害時
に避難所としても活用できる準備が整いつつあります。
次に、美術室にエアコンが設置されました。美術室は３階で屋上直下にあるた
め、夏は非常に熱く、これまでは汗で画用紙が腕に張り付きながら、絵を描いて
いました。また、冬は北風が強く吹き付けるため、教室の気温が上がらず、かじ
かむ手で制作をしていました。エアコンの設置に伴い、大変学びやすい環境にな
りました。その他にも、次の場所で改修工事が行われ、より快適・安全な学校と
なりました。
・校舎渡り廊下雨どい改修工事
・体育館女子トイレ洋式化改修工事
・グランド排水改良工事
・正門付近街灯設置工事
・部室男子トイレ扉改修工事
・西校舎トイレ外壁改修工事
・東校舎３階トイレ洋式化改修工事
新しく設置された西校舎１階
多目的トイレ

４年箏教室

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＞
世界の美しさを思い知れ
無駄死に
折れない心をつくるいい言葉
時代のカナリア
病気がイヤならその掃除をやめなさい。
ネザーランドドワーフ飼育バイブル

額賀 澪
藤井 邦夫
斎藤 茂太
湯川 れい子
松本 忠男
田向 健一／監修

休館のお知らせ 通常毎週木曜日
3月…3日（木）・10日（木）・17日（木）・24日（木）・31日（木）
※21日（月）は午前10時から午後5時まで開館

北条政子（小学館版学習まんが人物館シリーズ）
山本 みなみ／監修
葛飾北斎
山下 裕二／監修
たんじょうびはジェットコースター
こすぎ さなえ
新美南吉童話集
新美 南吉
なぞなぞはじまるよ 3
おおなり 修司／なぞなぞ文
5たろうとおにがしま
さわだ ひさな
【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

