粕川地区の人口と世帯
人 口 １０，４９０人
男
５，２５７人
女
５，２３３人
世帯数
４，２５１世帯
（令和３年６月末現在）

かすかわ 元気講座
地区内在住者で県大会以上の各種大会において優秀
な成績をおさめた個人や団体等を対象に、申請を受
け付け、１０月３日（日）に表彰いたします。
該当する方は、本人か代理人が申請してください。
■対象＝令和２年９月１日から令和３年８月３１日
までの間で実施された大会
■基準＝次に該当する個人・団体及び指導者
・個人において県大会以上６位までに入賞
・団体において県大会以上３位までに入賞
・県代表として国体、全国大会、関東大会等に出場
※成績が確認できる賞状、大会プログラム等いずれ
か持参してください。

①９月１３日（月）10：00～11：30

開講式 レクレーションゲーム、脳トレ、体操で
楽しく介護予防
②１０月１８日（月）10：00～11：30
赤城南麓の古代遺跡

郷土粕川を知る

③１１月８日（月）10：00～11：30
ドコモスマホ教室

体験・活用編

④１２月１３日（月）10：00～11：30

終活講座

終活で、明るく元気な未来を！

⑤１月１７日（月）10：00～11：30
災害の備えで、あなたとご家族を守る

■１人１表彰が原則。ただし、次の場合は１人２表
彰の申請が可能。

■対象＝粕川地区在住、在勤等の方

先着２５名

①表彰期間が年度をまたぐ為、小学生時と中学生
時の表彰を申請する場合。

※参加費無料。

②競技の中で個人・団体の種目がある場合、個人種
目と団体種目の表彰を申請する場合。

■申込期限＝８月３１日（火）

■申請期限＝９月３日（金）まで（厳守）

■申込場所＝粕川公民館（電話285-3311）

■申請場所＝粕川公民館（電話285-3311）

※新型コロナウイルスの感染状況により、開催を
変更又は中止する場合があります。

粕川公民館
ものづくり講座

布 で
つくる
絵 本

■場所＝粕川公民館

２階多目的ホール

■申込方法＝粕川公民館へ電話又は来館にてお申
し込みください。

かわいい布絵本を作ります。

■場所＝粕川公民館膳集会所

秋のひととき、楽しく取り組んでみません
か？

■費用＝１，０００円

初回に集めます。

■ご用意いただくもの

はさみ、縫い針等

初回に３０分程度の人権講座があります。
身 近 な 人 権 に つ い て、一 緒 に 考 え て み ま
しょう。

■申込方法＝粕川公民館へ電話又は来館に
てお申し込みください。

■日時＝１０月１、８、１５、２２、２９
日（各金曜日）10：00～１２：00

※新型コロナウイルスの感染状況により、
開催を変更又は中止する場合があります。

■定員＝先着２０名

■申込場所＝粕川公民館（電話285-3311）

Gather × Learn × Connect

地区体協杯
グラウンドゴルフ大会
日時＝９月３日（金）
場所＝ゲートボール場

第４回ターゲットバードゴル
フ大会
赤城南麓グラウンドゴルフ大会
粕川予選
日時＝９月５日（日）
場所＝ゲートボール場

粕川地区市民体育祭の中止
１０月３日（日）に予定してい
ました「第５８回粕川地区市民
体育祭」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、中止い
たします。楽しみにしていた地

マートフォン講座を下記のとお
り開催します。
・日時：９月１０日 金曜日
午前１０時～１２時
・会場：粕川公民館
２階多目的ホール
・講師：NPO法人 教育支援協
会北関東
・内容：
①基礎編 文字の入力等基礎的
な操作、アプリの使い方等
②応用編 QRコードの読み取り
方、ネット申込み体験
※電話の機能だけではなく、
もっと便利な機能を活用したい
・対象：スマートフォンをお持
ちの方
・定員：２０名（先着順）
・お申込み：８月１０日（火）
から粕川公民館（285-3311）に
お電話でお申し込みください。

粕川地区市民体育祭実施委員会

新型コロナウィルスの感染状況
により、講座を延期又は中止に
させていただく場合がございま
す。講座実施にあたっては、マ
スクの着用等、感染症対策にご
協力ください。

粕川体協 さわやかゴルフ大
会中止

生涯学習フェスティバル2021
中止のお知らせ

９月に予定していました「第２

毎年夏に開催している、イベン
トを通して学べる祭典「生涯学
習フェスティバル」は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のた
め、中止となりました。
それに伴い、ダンス・合唱等の
発表を行う「市民のステージ」
も中止とし、今年度の出演団体
募集は行いません。
昨年に引き続き、２年連続での
中止となり、イベントを楽しみ
にされていた方には大変申し訳
ございませんが、ご理解の程お
願いいたします。
問合わせ＝生涯学習課
☎２１０―２１９８

域の皆様には申し訳ございませ
んが、ご理解いただき、来年以

降の開催にご支援・ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

４回粕川体協さわやかゴルフ大
会」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、中止いたし

ます。楽しみにしていた地域の
皆様には申し訳ございません
が、来年以降の開催にご支援・
ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
粕川体協ゴルフ部

スマートフォン講座を開催し
ます！
「スマホは持っているけど、電
話としてでしか使っていない」
「スマホの便利な機能をもっと
使ってみたい」等々、そんなお
悩みを解消するため、無料のス

『こどもと手仕事』２回連続講
座参加者募集
阿久沢家住宅で大人も子供も手
仕事をしながら、今と昔の暮ら
しの違いを感じてみましょう。

①さつまいものツルでカゴ編み＆簡
単紙袋作り
③「植物と香りの教室」アロマのス
プレー＆ソルト作り
日時＝①８月21日（土）
②９月５日（日）
全日１０時～１１時３０分
会場＝国指定重要文化財阿久沢家住
宅 前橋市柏倉町６０４番地１
対象＝小学生３年生以上のお子さん
と保護者 １０人
費用＝①無料②材料費５００円
講師＝①安生みさと ②正木典子
申し込み＝８月10日（火）から受付
文化財保護課
☎０２７‐２８０‐６５１１

※新型コロナウィルスの関係で、イ
ベントが中止となる場合がありま
す。（隣保館 ☎285-5534）
○「メダカの 学校」展 示 及び「フー
ドドライブ運動」のお礼
多くの方々にご来館いただきあり
がとうございました。小学生の児童
は、メダカを見ながら大はしゃぎし
ていました。また、フードドライブ
運動では、玄米をはじめ、多くの食
糧品をいただきました。支援を必要
とする人に早く届けたいと思いま
す。ありがとうございました。
○粕 川 保 育 所 子 育 て 支 援 セ ン タ ー
「さくらんぼクラブ」（会場は隣保
館）
①８月１９日（木）１回目 午前９時
４５分～（１時間） ２回目 午前１
１時～（１時 間）（２部 の入替制）
育児講座「手形アートほか」 親子
各５組
②８月２４日（火）午前１０時３０
分～ 育児講座「ボール遊び、おは
なし広場」 親子１０組
（問い合わせ・申し込み先）子育て
支援センター ☎２８５－２１０７
○「解放令」の公布
１８７１年８月２８日、明治政府
はそれまで賤民としてきた人々の身
分や職業を平民と同様とする内容の
「太政官布告（解放令）」を公布し
ました。この機会にそれぞれの人権
について考えてみましょう。

粕川公民館自主学習グループ活動支援事業

著書＝東国大豪族の威勢・大室古墳群

講演会「赤城南麓の古代を探る
～郷土粕川の遺跡調査から～」
日時＝９月２７日（月）

赤城南麓の覇者の眠る大室古墳群
等その他著書多数
共催＝粕川公民館自主学習グループ

午後１時３０分～３時

「郷土史を学ぶ会」

会場＝粕川公民館多目的ホール
対象＝市内在住・在勤者 先着２０名
講師＝前橋市教育委員会事務局
文化財保護課 前原

群馬の古墳を歩く

申込＝粕川公民館まで来館又は電話で
お申し込みください。
（☎285-3311 平日8：30～17：15）

豊先生

もいやな気持ちになってしまいます。いじめを
やっていなくても、だれかがいじめられていた
ら、見てないふりをしないで、先生や近くの大
人の人に言う。見てないふりをしたら、どんど

「人権ビデオを見て想ったこと」

んいじめは、ふえていく。そして、いじめられ
ている人も、勇気を出して、先生やお母さんに

粕川小４年

吉松

怜那

みなさんは、いじめを見たことがあります

言う。言わないといじめは、止まらない。私
は、いじめられているところを見たら先生や近

か。私は、見たことがありません。でも、いじ

くの大人の人に言っていじめを止めてもらっ

めは、ぜったいにやってはいけないことなんで

て、近くに大人の人がいなかったら、勇気を出

す。なぜかというと、いじめをやっている人

して、いじめを止めに行きたいです。そして、

は、からかって楽しいかもしれないけど、やら

いじめられたらお母さんや先生に言っていじめ

れている人は、苦しくて悲しい気持ち、いやな

を止めてもらいたいです。友達がいじめられて

気持ち、いろいろな気持ちになってしまうから

いるのをかくしていたら、それにすぐ気づいて

です。そして、いじめだけで、命をおとしてし

あげて、友達を守りたいです。

まう人もいて、その後、いじめをやっている人

※学年は令和２年度時です。

見学・体験・入会希望の方は、粕川公民館（☎285-3311）まで

「 藤 栄 会 」
活動内容 民謡踊り
活動日時

毎週水曜日

１３時から１６時
会 員 数 １０名

会員高齢化で現10人の小
組織ですが、本町、市、
県、全国催事に参加し、
民謡踊りを楽んでいま
す。心身の健康と親睦を
軸に活動曲に乗り体を動
かしています。興味のあ
る方の入会、体験を会員
一同お待ちしています。

「せせらぎ句会」
活動内容 俳句
活動日時

第３火曜日

９時３０分から１2時
会 員 数 １７名

月１回の定例会での吟行
を実施しています。四季
折々の自然の中から季節
を感じ、俳句作りを実施
しています。また、披講
や選句等の体験も身につ
きます。
会員相互の親睦も深めな
がら活動しています。

※今月は、「粕川の源流域を訪ねて」をお休みします。

全ての健診（検診）で事前申込みが必要です（先着順で定員あり）
□令和３年度健康診査受診シールが必要です。

■隣保館【健康診査、胸部・胃がん・大腸がん・前立腺がん・肝炎ウイルス検診】
日程

９
月

当日受付時間

申込期間

申込先

１ ５ 日（水） 9：30～11：00
※容器配付
※配付時間

※大腸容器の配付日です
検診は行いません
〇回収は９月２２日です

２２日（水）

８月２５日～９月１５日

前橋市保健センター
(027‐220-5784)
【受 付 時 間】8：30～
17：15
※土日祝を除く

8：30～11：00

□感染対策の為、受診の際は必ず自宅で検温を
済ませ、マスクを着用してください。
平熱より体温が高い（目安37.5度以上）などの
体調不良時は受診を控えてください。
問 健康増進課

℡０２７―２２０―５７８４

市ホームページ↑

休館日
８/５（木）．１２（木）．１９（木）
２６（木）
９/２（木）．９（木）．１６（木）
２４（金）．３０（木）

●キリンが小説を読んだら（読売新聞文化部
「本よみうり堂」）●目白鮫（坂岡真）●非
日常の謎（芦沢央）●金の角持つ子どもたち
（藤岡陽子）●ＪＲ上野駅公園口（柳美里）
●終活の準備はお済ですか？（桂望実）●日
蓮（佐藤賢一）●水を縫う（寺地はるな）●
小 説 ８ ０ ５ ０（林 真 理 子）●月 下 の サ ク ラ
（柚月裕子）

市立図書館粕川分館

●うさぎとハリネズミきょうもいいひ（はらまさかず）
●Fができない（升井純子）●庭（小手鞠るい）●あい
があれば名探偵（杉山亮）●青い花（安房直子）●お月
さんのシャーベット（ペクヒナ）●そらまめくんのまい
にちはたからもの（なかやみわ）●空とぶ馬と七人の
きょうだい（イチンノロブ・ガンバートル）●もりの１
００かいだてのいえ（いわいとしお）●みんなげんきピ
ヨピヨ１・２ （紙芝居）（かこさとし）

☎027（285）3312

〇開館時間 ＜ 平 日 ＞ 午前10時 ～ 午後 6時

■発行日
■編集発行

＜ 土日祝 ＞ 午前10時 ～ 午後 5時

令和３年８月１日発行
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