
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 
富士見地区人口 

男 １１，１２７人 

 女 １１，１９４人 

 計 ２２，３２１人 

世帯数 ９，３４０世帯 

（令和 5 年 1月 31 日現在） 

 

   

                                                             

【前橋市の各選挙の投票率】

選挙執行日 選挙名 投票率 （うち期日前投票）

H31.4.7 群馬県議会議員選挙 39.04% (9.60%)

R1.7.21 群馬県知事選挙 47.98% (14.75%)

R1.7.21 参議院議員通常選挙（選挙区） 47.62% (14.65%)

R2.2.9 前橋市長選挙 43.16% (11.51%)

R2.2.9 前橋市議会議員補欠選挙 43.08% (11.49%)

R3.2.7 前橋市議会議員選挙 42.92% (12.78%)

R3.10.31 衆議院議員総選挙(小選挙区) 52.10% (16.91%)

R4.7.10 参議院議員通常選挙(選挙区) 46.75% (15.83%)

※新型コロナウイルス感染症予防のため、来館の際は事前の検温、マスク着用、手指消毒をお願いします。 

   館報ふじみは自治会の皆さまのご協力により配付しています。 
 

「自主学習グループ紹介」YouTube配信 

 富士見公民館では、令和４年９月に開催した「富士見公民館自主

学習グループ見学・体験月間」の様子を前橋市のYouTubeチャンネル

で配信しています。第２弾は創作編です。 

ぜひご覧ください。 

 

 

富士見公民館からのお知らせ 

 

公民館窓口において、以下の物を回収して

おりますので、お気軽にお持ちください。 

●ベルマーク 

●使用済みインクカートリッジ 

 （キャノン、エプソン、ブラザー製） 

 

 

　　　　　　　投票日に仕事や旅行などで選挙に行けない場合は、
　　　　　　　「期日前投票」をご利用ください。

2次元コード 

４月１日（土）～４月８日（土） 

市役所 １階市民ロビー 

８時３０分～２０時 

４月３日（月）～４月８日（土） 

各支所 

各市民サービスセンター 

前橋プラザ元気２１ ３階 

９時～２０時 

大事な投票 

 忘れずに！ 

【期日前投票期間】 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市立図書館富士見分館だより 
所在：富士見町田島２４０ 電話２８８－６１１２ 

(休館日：3/6、13、20、27) 

☆新刊案内☆ 

《一般書》 

○月の立つ林で          青山 美智子／著 

〇ドーナツの旅          溝呂木 一美／著 

〇従者（鬼役伝 4）          坂岡 真／著 

〇ここでは誰もが噓をつく       嶋中 潤／著 

《児童書・絵本》 

○パンダのがらをなんにする?  

おおの こうへい／さく・え 

〇おうさまのまえでみぎむけーみぎ！ 

柏原 佳世子／作 

〇栗原心平のキッズキッチン     栗原 心平／著 

 

令和４年度富士見地区小中学校人権標語作品 

富士見中学校（17作品） 

☆無理せずに 溜め込まないで なやみごと いつでも

相談 のるからね‼      １年１組 土屋 海翔 

☆目線の暴力 目立たぬ傷に  １年２組 髙𣘺 朋華 

☆一言で 心の温度は すぐ変わる 

              １年３組 田貝 実夢 

☆辛い人 手を差しのべる 自分がいいな 

           １年４組 都丸 晶景 

☆いつだって 君の居場所が ここにある 

           １年５組 山田 琉莉 

☆防衛のはずが 攻撃に 自己防衛 続けて大丈夫？ 

       １年６組 金子 芽愛 

☆簡単に 誰もが使える 悪口・陰口 楽しい自分と 

 悲しむ誰か          ２年１組 齋藤 月渚 

☆裏の顔 誰でも持ってる でもだすな 

            ２年２組 明峰 空峨 

☆話してね 何かが壊れる その前に 

           ２年３組 金井 智樹 

☆人の目を 恐れず 行動することが 自分を育む 

 important thing        ２年４組 本間 煌士 

☆加害者は手を使い、傍観者は見ぬふりし、被害者は 

逃げ道を探す              ２年５組 小平 巧之 

☆認め合おう みんなの個性 大切に 

           ２年６組 野口 文汰 

☆優しい心 傷つく心 みんな持ってる ２つの心 

       ３年１組 阿部 美紗 

☆自分基準 その「メガネ」ごしで 人を見るな 

      ３年２組 小金 彩月 

☆認め合う あなたの”普通”と 私の”普通” 

   ３年３組 浅野 悠里子 

☆笑顔の芽 一つの勇気で 花開く 

          ３年４組 小野澤 亮汰 

☆「大丈夫？」 勇気を出して 声かけて あなたと 

私をつなぐ言葉        ３年５組 土屋 瑠那 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品は公民館１階ロビーで展示しています！ 

 

令和４年度富士見地区小中学校人権標語作品 

原小学校（13作品） 

☆まってみよう！ あいての気もちをきくまでは 

      １年１組 清水 美愛菜 

☆ありがとう こころがつたわる あいことば 

         １年２組 市橋 美和 

☆あいさつで 気もちいい一日 やさしい毎日 

        ２年１組 宮下 仁 

☆けんかをしないで、なかよしになろう。 

            ２年２組 齋藤 暦 

☆たすけあおう みんなでみんなで せいいっぱい 

           ２年３組 嶋田 稜 

☆気にせず つたえて きみのきもち 

           ３年１組 小野澤 来珠 

☆君とぼく ちがうところが いいところ 

          ３年２組 宮下 杏 

☆くらべない どんな人でも 大切に 

４年１組 横堀 美怜 

☆ありがとう 人を笑顔に まほうだね 

４年２組 漆﨑 優真 

☆分かり合おう 得意不得意 心の輪 

５年１組 岸野 紗侑 

☆笑顔で 人を 笑顔にさせる 

             ５年２組 中島 慧斗 

☆ありがとう 心が晴れる 合言葉 

           ６年１組 堀崎 真都 

☆心はね くずれやすくて 直りにくい 

         ６年２組 澤山 結衣 


