粕川地区の人口と世帯
人 口 １０，４０２人
男
５，２１０人
女
５，１９２人
世帯数
４，２７３世帯
（令和４年１月末現在）

綴った作文を募集しました。入賞者決定後、各
学校長から賞状と記念品を手渡していただきま

「前橋のこどもを明るく育てる活動地区別会
議」は、新型コロナウイルスの影響から開催方

した。
児童・生徒さんの作文は、日常の家族の姿が
素直な気持ちで表現され、どれも心に響く素晴

法を変えて、実施しました。
地区内小中学校を通じて、家族への思いを

らしい作品でした。
（粕川地区青少年健全育成会）

●作文優秀者（敬称略）

●作文佳作者（敬称略）
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３、４月は様々なライフイベントにより、住
インターネットの誤った利用方法で、子どもが
犯罪に巻き込まれるなど、様々なトラブルに巻き
込まれる事案があります。
悪い大人が、同年代になりすましたり、良い人

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

のフリをしたりして、近づいてくるかもしれませ

散化並びに新型コロナウイルス感染症予防にお

ん。ご家庭でスマホやタブレットなどを使用する

ける３密回避にご協力をお願いします。また、

ときのルールを再確認してみてください。

臨時窓口を開設しますので、ぜひご利用くださ

お（写真をおくらない）

か（悪口をかきこまない）

ぜ（ぜったい会わない）

み（有害サイトをみない）

の（個人情報をのせない） さ（出会いをさがさない）
ま（ルールを守る）

い。詳細は下の二次元コードか
らご確認ください。問合せ＝市
民課住民係 電話027-898-6106
本市ホームページ→

Gather × Learn × Connect

パブリックコメント（意見募集）実施
前橋市立図書館新本館基本構想（案）につ

※新型コロナウィルスの関係で、イベント等が中止と

いて、下記のとおりパブリックコメント（意

なる場合があります。

見募集）を実施します。

〇（中止）人権を考える市民のつどい

意見募集期間：令和４年３月１６日（水）
から４月１３日（水）まで（予定）
資料公表方法：市ホームページ、市立図書
館、Ｋ‘ＢＩＸ元気２１まえばし（２階こども
図 書 館）、市 庁 舎（２ 階 情 報 公 開 コ ー
ナー）、総合教育プラザ、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
０２７－２３０－８８３３

例年３月に実施していました「人権を考える市民の
つどい」ですが、新型コロナの感染状況を考慮して、
中止となりました。本来、この集いで、地区内小中学
校の児童生徒さんの代表となる人権作文の発表と朗読
をお願いしておりましたが、今回は残念ながらできま
せん。
そこで、この作文について、ご理解をいただいた方
については、令和４年度の予定ですが、粕川公民館報
に随時、掲載を予定していますので、皆さんには、是
非お読みいただき、いろいろな人権について、考える

▶パブリックコメント
二次元コード

登録型本人通知制度をご利用ください
登録型本人通知制度は、代理人や第三者の

機会となっていただければありがたいです。
○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）

①３月９日（水）①９時４５分～１１時

②１０時４

５分～１２時

各組親子５

育児講座「手形アート」

請求で住民票や戸籍謄抄本などが交付された

組（１０時４５分～１５分間、読み聞かせの時間もあ

ときに、本人に通知する制度です。

ります。）

利便 性向上のた め、令和４ 年３月１日 以

子育て中のお母さんをはじめ保護者の皆さんには、

降、新規登録または登録の更新をする方につ

子育ての息抜きとおしゃべり場として楽しんでくださ

いて、登録期間を３年間から５年間に延長し

い。その他の日は、粕川保育所子育て支援室での活動

ます。

と な り ます。ぜ ひ お気軽 に 遊 びに 来 てく だ さい ね。

この制度を利用するには、事前に登録が必

（問い合わせ・申し込み先）子育て支援センター

要です。詳しくは問い合わせるか、本市ホー

話２８５－２１０７

ムページをご覧ください。

○部屋の貸出について

対象＝本市に住民登録をしているか本籍のあ

電

隣保館では、和室や会議室などのいくつかの部屋が

る人

あり、市民の方々に「無料」でご利用いただけます。

申請方法＝申込書と官公署発行の顔写真付き

サークルをはじめ、ちょっとした集まりや趣味等での

身分証明書などを用意し、市役所市民課へお

ご利 用をお待 ちしておりま す。詳細はご 連絡くだ さ

越しください。郵送の場合は、申込書と官公

い。

署発行の顔写真付き身分証明書の写しが必要

○図書の貸出について

です。
問い合わせ先＝
市民課証明交付係（898-6114）

隣保館では、図書館にはかないませんが、児童書を
はじめ、人権関係の本、図書館からいただいた生涯学
習図書もおいてあります。興味がある方は、お出かけ
ください。また、本の貸し出しも行っています。

違うということは個人の意見の違いなので、おか

しいと思うことではないし、おかしくないんだ！と
思うことによって、自分にも自信がつくと思うし、
他人のことなども認め合えると思います。

「大切な人権」
粕川中２年

広い視野で物事を見るということは、そういう考

峯岸 歩海

え方もあったんだ、と発見することもできると思う
し、より自分の色々な事に対する考えが深まると思

「人権」
私はこの二文字の意味を知って、こう思いました。
「人権って当たり前の権利ではないのだろうか」
と。
ですが、差別やいじめ、偏見など様々な問題で人権
が奪われてしまっている人もいます。世界中の人たち
の人権を守っていくために私たちにできることは何で
しょうか。
今アメリカでは、人種差別が問題になっています。
白人の警察官が、銃で撃たなくてもいいほどの違反を
した黒人の男性に銃を撃ち、黒人の男性が亡くなって
しまった事件です。もし違反をした人が白人の人だっ
たらどうしたんだろう、と私は思いました。黒人の人
も白人の人も、私たち皆も、みんな同じ人間です。
周りの友達や家族一人一人顔は違います。人種も一
人一人の顔が違うのと一緒だと思います。
人種差別だけでなく、LGBTや障害をもつ人たちも
差別されてしまっています。人権の意味の一つに、
「自由でいたい」というものがあります。もしも、
LGBTの人を否定する人がいたら人権を侵害している
と思います。
障害をもつ人だって、障害をもちたかったわけでは
ないし、そこで、かわいそうな人なんだよ、と思うの
は間違っていると思います。そういう差別を無くすた
めに私たちにできることは、違うことをおかしいとと
らえる自己中心的な考えは避けて、違いは個性である
と物事を肯定的にとらえ認めていくことだと思いま
す。また、広い視野で物事を見ることだと思います。

います。
差別やいじめだけでなく、日常の小さなことにも
気をつけていくことも大切だと思います。

今年の人権集中学習では、傾聴訓練を行いまし
た。３種類の聞き方で話しを進めるロールプレイン
グを通して、相手の気持ちに寄り添う傾聴の仕方に
は、５つのポイントがあることを学びました。まず
最初は、そっぽを向いたりうなずかなかったりとい
う聞き方で、話していて本当に聞いてくれているの
かなと不安や心配になりました。２つ目に、足や腕
を組んだり体をのけぞったりする偉そうな聞き方
は、話している自分も少し不快な気持ちになりまし

た。最後は、５つのポイント（向き合って、相手の
表情を見ながら、相づちを打って、心を開き、リ
ラックスした気持ちで聞く）を満たした温かく関わ
り合う優しい聴き方は、話していて楽しい気持ちに
なり、どんどん話がしたくなりました。聴き方だけ
でも、こんなに心の変化が現れるんだなあと実感し
ました。友達との関わりの中で実践していきたいと
おもいました。
人権に関わる問題を解決していくために、今年の

人権集中学習で学んだことや人権について考えたこ
とを心の片隅において生活していきたいし、皆にも
そうであってほしいです。
そして、難しいことだけれど、いつかは必ずこの
地球から人権問題が無くなり、世界中の人々の人権
が、当たり前のように守られる日が来ることを祈っ
ています。

※学年は令和２年度時です。

いいあおう ふわふわことばで みんなえがお
小学校児童の標語をご紹介します。（敬称略）

すごいね ありがとう たすけあおう
ともだちをまもる月田小
和田 朋真（月田小１年）

田島 良菜（粕川小１年）
わるぐちは みえないパンチ こころがいたい
松井 嵐大（粕川小１年）

YouTubeで配信中！
公民館オンライン講座

公民館利用についてのご案内
群馬県の社会経済活動再開に向けたガイドラ

前橋市公式YouTubeチャンネルで、市内の

インの警戒レベル「３」が適用された場合、部

各公民館が作成した動画を１００本以上配信

屋の貸出利用を停止させていただきます。ご理

しています。

解、ご協力お願いします。

体操・ダンス編、料理編、手芸・工作編、
地域情報編など、カテゴリーごとに動画を紹
介しています。

動画を見ながら作ったり体を動かした

なお、部屋利用の際は、必ず「粕川公民館ご
利用ガイドライン」の遵守をお願いします。
【各部屋の定員】
１階：第１会議室（10名）、第２会議室（18名）

り・・・お う ち で 楽 し く

第３会議室（25名）、造形創作室（5名）

学べる講座をぜひご視聴

料理実習室（17名）
２階：大ホール（159名）、多目的ホール（60名）

ください。
前橋市ホームページ→

第４会議室（12名）

休館日《木曜日》※木曜が休日の場合翌日
３月 ３．１０．１７．２４．３１
４月 ７．１４．２１．２８

●もっと、自分をいたわっていい（香山リカ）●今
を生きるあなたへ（瀬戸内寂聴）●ひとりでカラカ
サさしてゆく（江國香織）●愚かな薔薇（恩田陸）
●おせん（邦枝完二）●恋とシェイクとバレンタイ
ン（神戸遙真）●神よ憐れみたまえ（小池真理子）
●ひび割れから漏れる（道具小路）●やさしい猫
（中島京子）●赫衣の闇（三津田信三）

●すぐできることからがんばってしようこども
SDGs（みきつきみ）●落窪物語（花形みつる）
●宮沢賢次童話集（宮沢賢次）●青い花のえかき
さん（ソーニャ・ハーネット）●おめんです 3
（いしかわこうじ）●おにたくんのおにぎり（は
しもとえつよ）●テントウムシのミア、プレゼン
トだいさくせん（香川照之）●ともだち（内田麟
太郎）●だいすきっていいたくて （大型絵本）
（カール・ノラック）●もりの100かいだてのい
え （大型絵本）（いわいとしお）

《春の分館行事》
◎3月11日（金）～13日（日）折紙の手作りチョコレートとハートの小物入れをプレゼント
◎リサイクル図書コーナーが不定期にあります。
市立図書館粕川分館

☎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４年３月１日発行
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