行政情報

詐欺被害等防止機能付き電話機の購入を補助します
高齢者の消費者トラブルは電話勧誘から始まるものが多いと言われておりま
す。前橋市では、被害の未然防止を目的に、詐欺被害などを防ぐ機能がついた
電話機の購入に補助を実施しています。
ご希望の方は消費生活センターにお電話ください。

自衛官等採用試験のお知らせ
防衛省自衛隊では、7/1より下記の採用試
験受付を開始します。

●防衛大学校学生
●防衛医科大学校学生(医学・看護)
●航空学生

【 対 象 】本市に住民登録がある市内在住者で、世帯全員が65歳以上の人

●一般曹候補生

【 対象 機 種 】次の2つの機能を持つ新品の電話機本体

受付締切については、試験毎により異なりま
すので詳しくは、お問い合わせください。ま
た、採用試験の為の各種説明会を行ってい
ますので詳しくは、
「群馬地方協力本部ＨＰ」
を確認して下さい。

①電話の着信時に電話相手に警告メッセージを発する機能
②通話内容を自動録音する機能
【補 助 額】購入費（電話機本体のみ）の半額
（上限5,000円、100円未満切り捨て）
【申 込 み】必ず購入前に消費生活センターへ電話して仮申請。申請書が郵
送で届いたら電話機を購入し、必要書類を同センターへ持参。
【 期 限 】仮申請日から８週間以内かつ令和４年2月28日までに対象機種を

【問合せ】
自衛隊群馬地方協力本部
自衛隊前橋募集案内所
前橋市城東町２丁目１−９
☎０２７-２３３-８９６０

購入し申請
【 問 合 せ 】消費生活センター

☎０２７−２１２−３２６０

群馬地方
協力本部

（前橋市千代田町二丁目５−５シーズ・ポート108号）

子育てサロン萱の芽

のびのび in 桂萱公民館
地域子育て支援センター事業(実施＝愛泉保育園)

【日時】7月30日(金)午前10時〜11時30分

日時

【会場】桂萱公民館２階和室
【費用】無料（水分補給の飲み物はご持参ください）
【対象】
０歳から３歳までの未就園児とその親
【問合せ】町田☎２２４-２４７８

7月20日（火）午後1時30分から桂萱公民館で開催予
定でしたピンシャン元気体操は中止になりました。
【問合せ】塩澤☎２３１-１３２５

人権

前橋市・前橋市教育委員会作成
人権啓発リーフレット
「やさしい心」
からー子どもー

【子ども】近年、子どもをめぐる問題が深刻化しています。特
に「虐待」は、深刻で重大な人権侵害ですが、虐待件数は
年々増加する傾向にあり、多くの尊い命が失われています。
また、
「いじめ」も大きな社会問題です。学校や家庭、地域社
会で「子育て」と「子どもの人権」への関心を高め、一人ひと
りの人間尊重意識を醸成していくことが重要です。
令和３年７月協賛広告

早めの準備で安全、安心

前橋市上泉町411-1（陸運局北側）
TEL027-212-2318 土日営業
FAX027-212-2319 水曜定休

三宅印房
印章・ゴム印承ります
前橋市上泉町135
TEL027-224-2563 日曜定休

《広告募集》 事業所の皆様

①七夕製作
②赤ちゃんの日

前橋市立図書館桂萱分館
からのお知らせ

開館時間
平日
午前10時から午後6時
土日祝 午前10時から午後5時
休館日 ７月５日（月）
・７月12日（月）
７月１９日（月）
・７月２６日（月）

新刊情報

龍馬のマネー戦略／大村 大次郎
台湾と山口をつなぐ旅／栖来 ひかり
文系のためのめっちゃやさしい人体／吉川 雅英
勉強する気はなぜ起こらないのか／外山 美樹
しばわんこの和のおもてなし／川浦 良枝

市 立 図 書 館 桂 萱 分 館 ☎ 027-261-3723

公民館報桂萱に広告を出しませんか？

今年も早いもので梅雨の季節を迎えています。感染症対策のため、今年に入ってから長期の休館が続き部屋貸出がストップして
いましたが、先週から解除され、徐々に公民館に部屋利用者が帰ってきました。ひさかたぶりに直接、顔を合わす機会の貴重さは
得も言えない嬉しさがあるようで、対策を講じながら活動を再開しています。人と人がつながれるあたりまえの機会を大切にした
いと改めて感じている今日この頃です。
（藤）

発 行 日
編集発行

令和 3 年 7 月 1 日
公民館報桂萱発行委員会

TEL.027- 261-0111

ファクス

〒371-0007 前橋市上泉町１４１-３

027-261-2631 E-mail: d410215@city.maebashi.gunma.jp

令和3年7月1日発行

桂萱地区 世帯数および人口
※5月末現在

2021

7

>>Kaigaya information
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世帯数
13,167（+18）
人 口
28,482（ -12）
※（ ）内数字は前月比

桂萱公民館

桂萱公民館事業の紹介

少年教室 サマーチャレンジスクール
summer challenge
参加者募集
桂萱公民館では小学生を対象とした学びの教室を開催します。講師には公民館で活動・活躍
する桂萱学習グループの皆さん等に協力いただきます。また今回は新規講座として、話題の
プログラミング講座も用意いたしましたので、ぜひ多くの方の参加をお待ちしています。
【日程・内容等】下表のとおり
【対 象】小学校１〜６年生
【申込み】
７月12日㈪までに右の2次元コードを読み取ってお申込みください。
利用できない場合は、電話や窓口での申込みも可能です。
（費用は講座当日に預かります）
☆応募者多数の場合、抽選となります。
７月16日㈮までに結果をご連絡します。
☆都合によりキャンセルの場合は事前にご連絡ください。
☆新型コロナウイルスの影響等のため、講座を中止する場合があります。
☆来館の際には、事前の検温及びマスクの着用、手指の消毒をお願いします。
【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111
日程

④魚釣りをして遊ぼう

【広告料】 １枠月2,000円（広告枠2.5cm×4cm程度）
【募集枠】 6枠程度（※掲載要件あり。お問合せください）
【発行先】 各公共機関及び桂萱公民館管内 12,500部発行 【問合せ】 公民館報桂萱発行委員会（桂萱公民館内 ☎027-261-0111)

編集
後記

桂萱

③座談会「オマルはいつから使う？」

※各日、午後１時〜午後２時３０分
【会場】桂萱公民館２階和室
【対象】①③④子どもと保護者 ②生後3〜12ヶ月頃の子どもと保護者
【費用】無料
【問合せ】愛泉保育園 ☎２６８-３４２３
※各イベントとも新型コロナウイルスの影響等により、変更・中止
になる場合があります。事業の詳細は各主催者にご確認ください。

介護予防体操

エム・ティー・エス

内容

7月6日（火）
7月13日（火）
7月20日（火）
7月2７日（火）

【内容】歯磨き練習（仕上げ磨きの仕方を覚えよう）

各種タイヤ・ホイール（新品・中古）販売買取

ホームページ

公民館報 Kaigaya NO.437

①

時間

7月26日(月)
7月27日(火)

夏の絵画教室
〜水彩画やポスターを描いてみよう！〜
（1日目：下絵、2日目：色塗り）

10：00〜12：00

② 7月28日(水)

9:30〜11:30

③

８月４日(水)

10：00〜12：00

④

８月６日(金)

10：00〜12：00

⑤

講座

８月11日(水)

1

８月12日(木)

2

10：00〜11：30
13：30〜15：00

夏の書道教室

〜「とめ」
「はね」
「はらい」をマスターしよう！〜

陶芸に挑戦！

講師

定員

費用

持ち物

桂萱学習グループ
桂の会のみなさん

15人

無料

えんぴつ・画用紙
絵具セット
参考にしたい本や写真

桂萱学習グループ
15人
桂書道クラブのみなさん

無料

書道セット・新聞紙
半紙・ぼく汁

桂萱学習グループ
15人 材料費
500円
楽陶クラブのみなさん

〜オリジナルの食器を作ろう〜

七宝焼に挑戦！

こちらの 2 次 元コード
から教 室 の 申 込 みを
することができます。

〜キーホルダーやアクセサリーを作ろう〜

桂萱学習グループ
15人 材料費
500円
桂萱七宝クラブのみなさん
1 低学年

はじめてのプログラミング〜画面の上でイラストを動かしてみよう〜 NPO教育支援協会
15人 テキスト
（1日目：ルールを学ぼう、2日目：作品づくり）
北関東スタッフのみなさん
2 高学年 300円
1 低学年（1・2・3年生）向け 2 高学年（4・5・6年生）向け
程度
15人

エプロン又は
汚れてもよい服
ピンセット
ハンカチ
学校で配布された
タブレットまたは
ノートパソコン

N LINE 桂萱公民館オンライン講座のご案内

＜第２回＞オンライン講座 Body Maintenance

講演 〜コロナ疲れを和らげるヒントを見つけてください〜
【演題】子どものストレス、親のストレス
【講師】群馬大学健康支援総合センター
副センター長・教授 竹内 一夫 氏
コロナ禍の長引く自粛生活の中で、子どもにも親
にもストレスがたまってきており「心の健康（メン
タルヘルス）」が心配されます。ストレスの事例紹
介とともに、子どもへの接し方や親としての対応
のポイントなどについてお話いただきます。
☆７月12日（月）市公式Youtube動画配信予定です。

前 橋 市 公 式
Youtube チャ
ンネルはこちら
の2 次元コード
から視 聴 でき
ます。

【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111

自分の健康のために「運動」する習慣を身につけましょう！
第２回講座：疲れた体をリセット
どなた
・運動について「トレーニングピラミッド」
でも視聴
・ストレッチ、コンディショニング（仰むけエクササイズ） できます
【講師】前橋市地域おこし協力隊 橋本 大介先生
☆７月５日（月）市公式Youtube動画配信予定です。
まだ間にあいます（募集中）
講師サポート参加型講座 (8/1・9/5・10/10 10:00〜12:00)
《パーソナルトレーナーの指導付き》
（無料）
理論的に体の仕組みを把握し、２時間しっかり体を動かしましょう。 地域おこし協力隊
橋本先生
【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111

「そうだ！桂萱公民館へいってみよう」企画
桂萱公民館並びに桂萱地区地域づくり協議会では地
域デジタル・ディバイド解消の一環として、インター
ネット（タブレット）体験会を右記のとおり開催しま
す。体験会はどなたでも参加できますので、ぜひこの
機会にお試しください。

インターネット（タブレット）体験会開催

・９日（金）各日とも午後１時から午後４時
【日 時】令和３年７月８日（木）
【内 容】市ホームページの閲覧・市公式Youtube動画の視聴など
【場 所】桂萱公民館ロビー（申込不要・会場へ直接お越しください）
【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111

