行政情報

マイナンバーカード出張申請のご案内

『こどもと手仕事』
２回連続講座参加者募集

桂萱市民サービスセンター（桂萱公民館）では次の予定で行
われます。
【受付日時】
８月１９日（木）
・２０日（金）午前１０時〜午後４時
※ただし、会場の混雑状況により受付時間内であっても受付
を締め切る場合があります。
１日に受付できる目安は、おおよ
そ１８０件です。
【受付内容】①マイナンバーカード申請受付②マイタク申請受付
【持ち物】通知カード、運転免許証など顔写真付きの本人確認
書類１点（ない人は保険証や年金手帳など２点）詳しくは市民
課へお問合せ下さい。
【その他】顔写真を無料で撮影します。持ち物がそろっていれ
ば、できあがったカードは郵送でお届けします。マイタクは来
年度からマイナンバーカードの利用に限定されます。この機
会にマイナンバーカードへの切り替えをお願いします。
【問合せ】
マイナンバーカードについては市民課☎027-898-6101
マイタクについては交通政策課☎027-898-5844

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
②「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
【申込み】
８月10日（火）から受付
サツマイモのツルカゴ
文化財保護課☎027-280-6511

マイタクの利用がマイナンバーカード限定に

前橋市では、
２４時間営業等のコンビニエンスストアにもＡＥＤ
（自動体外式除細動器）を設置しています。倒れた人に遭遇す
るなどの緊急時にＡＥＤが必要となった場合は、最寄りのＡＥＤ
が設置されているコンビニへ行き、
「ＡＥ
Ｄを貸してください！
！」と言って、
ＡＥＤを
受け取り使用してください。また、使用
後のＡＥＤは、借り受けたコンビニへ返却
をお願いします。設置場所など詳しく
コンビニ入口付近に
は、市のホームページをご覧ください。
貼られている
表示ステッカー
【問合せ】保健総務課☎027-220-5781

令和４年４月から、マイタクの利用方法がマイナンバーカード
のみとなります。現在紙の利用券をお使いいただいている方
はマイナンバーカード利用へ切り替えが必
要です。年度末にかけてマイナンバーカー
ド及びマイタク申請窓口が混雑する可能性
がありますので、お早めの手続きをお願い
いたします。
【問合せ】交通政策課☎027-898-5844

コンビニにもＡＥＤが設置されています！
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桂萱

子育てサロン萱の芽

桂萱公民館事業の紹介

日時

【内容】
Ｔシャツ作り（Ｔシャツに模様をつけよう）
【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

介護予防体操
月１回桂萱公民館で開催しているピンシャン元気体操
については８月はお休みになります。
【問合せ】塩澤☎２３１-１３２５

8月3日（火）
8月10日（火）
8月17日（火）
8月24日（火）
8月31日（火）

内容
①うちわづくり
②木の棒で遊ぼう
③赤ちゃんの日
④座談会「子育て中のストレス解消法」

⑤野菜スタンプで遊ぼう
※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】①②④⑤子どもと保護者 ③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。

令和３年８月協賛広告

前橋市立図書館桂萱分館からのお知らせ

エム・ティー・エス

各種タイヤ・ホイール（新品・中古）販売買取

開館
時間

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

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 8月2日
（月）
・8月10日
（火）
8月１6日
（月）
・8月２3日
（月）
・8月30日
（月）

市立図書館桂萱分館☎027-261-3723

今年度も昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大変残念ですが地区市民運動会並びに地区文化祭は中止
となってしまいました。コロナワクチンの接種が徐々に進んでいますが、まだ若い世代などには行き渡っていないため、仕方ない
部分はあると思います。しかしながら、東京オリンピックも開催し、熱戦を繰りひろげているのを画面越しに観ますと、桂萱の地区
行事の再開も近づいてほしいと感じます。
（清）

令和 3 年 8 月 1 日
公民館報桂萱発行委員会

TEL.027- 261-0111

Aug.

桂萱公民館

「わいわい子育てセミナー」参加者募集
子育て中のみんなで、わいわい情報交換をしながら楽しく学びませんか？来館セミナーと
オンライン会議（Zoom）を活用した わいわい子育て井戸端会議 の２本立てです。また
今年も１０月の日曜日には芋ほり体験も予定していますので、是非ご参加ください。
８月２０日（金）申込み締切。

☆来館セミナー（全6回）※新型コロナウィルスの影響により中止する場合があります。
【日時】①９月１６日 ②９月２４日 ③９月３０日 ④１０月７日 ⑤１０月１４日 ⑥１０月２７日
各午前１０時〜１１時３０分
【内容】①ベビーダンス（１歳半まで）②手形・足形遊び③キッズベビーダンス（１歳半〜３歳）
④ レジン のキーホルダーづくり（１班）⑤ レジン のキーホルダーづくり（２班）
⑥アンデコールロゼットづくり

芋ほりの様子（昨年）

☆オンライン（Zoom）わいわい子育て井戸端会議(全2回)
セミナー終了後も運営委員を中心に継続予定

【日時】①９月９日 ②１０月２２日 各午前１０時〜１１時２５分
【内容】①コロナ禍でのストレス発散法（フリートーキング）
② 叱り方とほめ方 ほめて育てる？
（幼児教育アドバイザーも参加）
【対象】
０〜３歳の子とその親(ベビーダンスは首がすわってから１歳半まで。キッズベビーダンスは１歳半から３歳まで)
【定員】先着１０組（参加無料・一部材料費有）
【申込】桂萱公民館にお電話で（☎027-261-0111・平日９時〜１７時）
８月２日（月）から受付開始
参加決定後、詳細資料を送付します。
※来館セミナーは「わいわい子育て井戸端会議」申込みの方が優先となります。
※定員に満たない場合に限り、来館セミナーのみの参加を受付します。

レジン（アルファベットキーホルダー）
詳 し くは こ ちら の
２次 元 コ ード か ら
ホー ム ペ ージをご
覧ください

ファクス

第1回「桂萱ビブリオバトル」を開催

「親子で楽しむ野菜づくり講座」参加者募集

9月12日(日)に桂萱公民館において、第1回「桂萱ビブリオバトル」を開
催します。ビブリオバトルは、知的書評合戦と呼ばれるコミュニケーショ
ン遊びです。バトラーと呼ばれる発表者がオススメしたい本の紹介を5
分で発表し、ディスカッションを経て観戦者の投票を行い、最も多くの
票を集めた本を「チャンプ本」とするイベントです。バトラーが紹介す
る本のジャンルは問いません。マンガや絵本でも大丈夫です！観戦者は
チャンプ本を決める投票に参加していただきます。どなたでも参加でき
ますので、
「本」好きなみなさん、お気軽にご連絡ください。あなたの知
らない素敵な「本」との出会いがあるかもしれませんよ…
◎バトラー(発表者)で参加していただいた方にはささやかなプレゼン
トを用意しています。
※新型コロナウイルス感染防止のためマスク着用での参加をお願いい
たします。

親子で一緒に野菜を育てる農業体験を通じて、自然や食べ物を大切にす
る心を育み、親子の絆を深める事を目的に
「親子で楽しむ野菜づくり講座」
（全５回）
を今年も開催します。育てる野菜は、桂萱地区の伝統野菜である
「上泉理想大根」のほか、小松菜、
ラディッシュ、サニーレタスなどを予定し
ています。種まきから収穫まで、野菜の生育状況の観察や草取りなどの農
作業を、親子で楽しく体験してみませんか。
【日時・内容】各回とも9時〜10時30分予定
第1回 9月5日（日）自己紹介、苗植え、等
第2回 9月19日（日）生育の観察、草取り、間引き、等
第3回 10月10日（日）種まき、生育の観察、草取り、等
第4回 10月24日（日）生育の観察、草取り、収穫、等
第5回 11月14日（日）生育の観察、収穫、等

地域子育て支援センター事業(実施＝愛泉保育園)

【会場】桂萱公民館２階和室
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世帯数
13,161（ -6）
人 口
28,444（ -38）
※（ ）内数字は前月比

のびのび in 桂萱公民館

【日時】
８月２７日(金)午前10時〜11時30分

編集
後記

桂萱地区 世帯数および人口
※6月末現在
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>>Kaigaya information

生涯学習フェスティバル 2021 中止のお知らせ
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。
【問合せ】生涯学習課☎027-210-2198

令和3年8月1日発行

〒371-0007 前橋市上泉町１４１-３

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

【日 時】令和3年9月12日(日) 午前10時30分から
【会 場】桂萱公民館 ホール(前橋市上泉町141-3)
【参加費】無料
【申込み・問合せ】桂萱公民館
☎027-261-0111
メール：d410215@city.maebashi.gunma.jp
※新型コロナウイルスの拡大状況によっては中止になる場合があります

学びを止めない

【会 場】上泉町地内の畑（上泉町１３３３番地１）
【対 象】桂萱地区内の小学生とその保護者 先着10組
【参加費】材料費として1家族2000円、保険料として1人300円
※第1回の開催時に集めます
【申込み】8月13日（金）までに、桂萱公民館(前橋市上泉町141-3)の
窓口へ直接、または☎027-261-0111〔平日8:30〜17:15〕でお申込
みください。
※新型コロナウイルスの影響により、講座を中止する場合がありま

N LINE 桂萱公民館オンライン講座

☆８月２日（月）市公式Youtube動画配信予定
です。
（どなたでも視聴できます）
自分の健康のために「運動」する習慣を身につけましょう！ 【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111
第３回講座：正しい姿勢を身につけましょう
第１回：健康、第2回：運動あわせてご視聴ください

＜第３回＞オンライン講座Body maintenance

・体の筋肉のしくみ・重心について
・背骨の柔軟性を高めるストレッチ
【講

師】前橋市地域おこし協力隊

橋本

大介先生

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。

令和３年度桂萱地区イベント中止のお知らせ
秋季開催の「桂萱地区市民運動会」
「桂萱
地区文化祭」ですが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、昨年に引き続き今
年度につきましても中止となりました。恒
例イベントとして楽しみにされていた皆様
には、大変申し訳ございませんが、ご理解く
ださいますようお願いします。
【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111

