【桃木小学校】

ありがとう いっても きいても いいきもち
きみのやさしいそのことば きっとだれかにとどいてる
人にいじわるされたら いやだよって言って いいんだよ
「やめなよ」と自分の勇気が必要だ
たった４文字 大きな一歩
大丈夫 その一言が 希望の光
やさしさの分だけ 笑顔が増えていく
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心を込めた絶品手打ち蕎麦を
ご賞味ください
前橋市東片貝町291-1

TEL.027-263-2504
火曜定休

編集
後記

陸運局すぐ近く

1月11日（火）

①赤ちゃんの日

1月18日（火）

②座談会「こんな時どう する?」

1月25日（火）

③新聞紙であそぼう

※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。

来年度の入学準備開始!
制服早割り予約受付中!
上泉町

内容

※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】①生後3〜12ヶ月頃の子どもと保護者
②③子どもと保護者
【費用】無料
【問合せ】愛泉保育園 ☎027-２６８-３４２３

【日時】
１月１８日（火）午後1時30分〜3時
【会場】桂萱公民館１階ホール
【内容】
ピンシャン元気体操･頭の体操など
【費用】無料
【問合せ】塩澤☎０２７-２３１-１３２５

タムラ洋品店

前橋市立図書館桂萱分館からのお知らせ
午前10時から午後6時
開館 平日
時間 土日祝 午前10時から午後5時

休館日 12月29日（水）〜1月4日（火）
・1月11日
（火）
1月17日
（月）〜1月20日
（木）
・1月24日
（月）
1月31日
（月）

［ちょこっと紹介コーナー］

学びをとめない
桂萱公民館オンライン講座

※1/17〜1/20は蔵書点検のため休館

桂萱公民館では体力向上
企画や料理などのオンライ
ン講座を市公式Youtube
動画で公開中です。ぜひご
覧ください。

新刊情報

（右記の2次元コードから視聴できます。）

（ポスト返却はできます）

人間愚痴大全／福田 智弘
歌うキノコ／盛口 満

市立図書館桂萱分館☎027-261-3723

新年のこの時期の地域行事といえば、まず思い浮かぶのが「子ども会上毛かるた大会」。近年は、季節性インフル流行を避けるた
めに年内に大会を終了する地区もあると聞きます。今年度もコロナ禍なので開催が危うい状況が続いていますが、お正月といえ
ば「上毛かるた」は、大会でなくても家族でもできるので続けてほしいものです。大人の方も頭の体操になりそうですね。
（直）
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[骨髄バンク啓発]

チャリティ・グラウンド・ゴルフ交流会in桂萱
[Supported ｂｙ日典ラサ赤城野]
骨髄バンクの周知・啓発を目的に桂萱地区
骨髄バンクチャリティ・グラウンド・ゴルフ交
流会in桂萱を開催します。どなたでも簡単
にできる軽スポーツです。用具の貸し出し
も行いますので、ぜひご参加ください。
【日 時】令和４年１月３０日（日）※荒天中止
午前９時〜午前１１時３０分（受付は８時３０分より）
【会 場】桂萱公民館南側の桂萱中学校第2グラウンド
【内 容】骨髄バンク活動へのチャリティを目的としたグラウンド・ゴルフ交流会
です。初心者講習有(1月２６日 10:30〜申込制)
【対 象】中学生以上一般：先着４８名（マスク着用）
【参加費】無料（順位賞あり）但しチャリティをお願いします
【協 賛】
日典ラサ赤城野
【申込み】下記実行委員会まで電話または直接（1月4日より受付）
【問合せ】
チャリティ・グラウンド・ゴルフ交流会in桂萱実行委員会
（桂萱公民館内☎027-261-0111）

骨髄バンク啓発パネル展を開催します

地域子育て支援センター事業(実施＝愛泉保育園)

介護予防体操

(そば・うどん・天ぷら)

２月１日号では桂萱東小・桃瀬小代表の標語を紹介します

のびのび in 桂萱公民館

【日時】1月２8日(金)午前10時〜11時30分
【会場】桂萱公民館２階和室
【内容】シール転写（オリジナル布バックを作ろう）
【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☎027-２２４-２４７８

そば処 はせ川

仲間はずれを作らずに みんなで作ろう えがおのわ ４年 椛澤 春花
目指そうよ 笑顔あふれる 教室を
４年 居村 玲奈
ありがとう 言葉の花が さきほこる
５年 須田 桃風
思いやり そっとさし出す その笑顔
５年 菊池 結月
一人じゃない きみのそばには みんないる
６年 青木 大翔
優しさの 数だけ心に 花がさく
６年 傳田 蒼依

令和4年1月1日発行

Kaigaya NO.443

〒371-0007 前橋市上泉町１４１-３

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

桂萱地区 世帯数および人口
※11月末現在

2022

桂萱公民館・地域事業の紹介

人権標語の紹介（桂萱地区内の学校代表）
【桂萱小学校】

公民館報

新 年のご 挨 拶

皆様におかれましては︑
つつがなく新しい年をお迎えのこと

新年明けましておめでとうございます︒

旧 年 中は各 種 団 体 役 員 様 を 始め住 民の皆 様のご 支 援とご

とお慶び申し上げます︒

協力により︑二年続きのコロナ禍の中︑自治会連合会の運営並

びに各種事業 を 可能な限り工夫 をこらした結果︑順調に推移

さて︑昨年の自然災害等では桂萱地区は固より 前橋市に大

し大過なく終了しましたことに厚く御礼を 申し上げます︒

き な被害を もたらす災害はありませんでしたが︑全国的な災

害では静岡県熱海市で七月の梅雨前線により ま す豪雨で︑伊

豆山土砂災害が発生し二十六名の尊い生命が失われました︒

この災害では
﹁盛り土の崩壊 を 防ぐ措置 を 怠った﹂疑いで警察

そして︑山林火災では足利市や桐生市におき ましても 山林

が捜査に入ったようです︒

火災が発生し︑消防隊や自衛隊︑そ して警察署等関係機関が

又 ︑明 るい話 題 も 幾つか挙 げてみま すと ︑先 ず 皇 室の眞 子

数日に渡る消火活動を 強いられました︒

続いて︑
コロナ禍の中で開 催の可 否 を 議 論し 開 催 を 決 定し

様のご結婚︑
誠におめでとうございました︒

ましたオリンピック並びにパラリンピックはかつて無いメダル獲

得の好成績とアスリート皆さんの頑張りで︑
コロナ感染を 吹き

飛ばす勢いで国民を 勇気づけてくれました︒

に輝き ︑政府が国民栄誉賞 を 打診したところ︑まだ早

野球界ではアメリカ大リーグ︑
エンゼルスの大谷翔平さんが

いと辞退 を 申し出たそ うですが︑その謙虚さも 国民から好感

将棋界では十九歳の藤井聡太さんが︑竜王戦 を 制し史上初

を 持たれているようです︒

の十代四冠が誕生︑
よって将棋界のトップに躍り出るなど目ま

今年も更に明るい話題が続くように期待をしております︒

ぐるしい活躍でした︒

いず れにし ま しても ︑地域の住民の皆様が安心して生活し

易い
﹁住み良い桂萱づく り ﹂
に向けて︑地区二十一人の自治会

長︑各種団体︑関係機関︑そ して住民の皆様と 一致協力して︑

地道に目の前の出来ることから一つづつ取り 組んで参りたい

結びに︑桂萱地区の益々の発展と 住民皆様のご 健康とご 多

と存じます︒

今年も宜しくお願いいたします︒

幸をご祈念し︑
新年のご挨拶といたします︒

令和四年一月
桂萱地区自治会連合会会長
福本 稔

M
V
P

桂萱公民館にて下記のとおり骨髄バンク啓発パネル展を実施します。
ぜひご来館ください。
【日時】令和４年１月２６日（水）〜２月４日（金）
【会場】桂萱公民館１階ロビー
※土・日曜日は図書館側(開館時間内）から入れます。
【内容】骨髄バンクの啓発用パネル展示
リーフレットの配布
骨髄バンク啓発DVDの上映等
【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111

桂萱グラウンド・ゴルフ2021 シーズン３開幕
「桂萱グラウンド・ゴルフ」シーズン３
を、今月から以下の日程で開催します。
経験不問ですので、お気軽にご参加く
ださい。初心者にはルール説明や用具
の貸し出しも行います。
【日 時】
令和4年1月19日、26日、2月2日、
2月9日、16日、3月2日、9日 各水曜日計7回（雨天中止）
※午前9時から受付開始、11時頃終了予定
※1回だけの参加でも大丈夫です
※本市が緊急事態宣言またはまん延防止措置期間中は「中止」します
【会 場】
桂萱公民館南側の桂萱中学校第2グラウンド
【対 象】
どなたでも（マスク着用でご参加ください）
【問合せ】
桂萱公民館☎027-261-0111

「ほほえみの味」お弁当に関するエピソード募集します
お弁当に入っていると安心するお気に入りの一品を教
えてください。心に沁みる味、うれしさでにっこりした
くなる食べ物のエピソードや絵、写真を募集します。
【対象者】主に桂萱地区に在住、在学、在勤の方
【応募方法】
エピソード（100字以内）を①応募用紙（館内設置）に記
入して提出、または②ファックスか③メール送信してください。な
お、絵や写真については、直接、公民館までお問い合わせください。
【受付期間】令和４年１月３１日（月）まで
【作品発表】館内ロビーに展示、作品集発行（令和４年３月中旬予定）
【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111 FAX027-261-2631
MAIL:ｄ410215＠city.maebashi.gunma.jp

桂萱公民館

世帯数
13,170（ -7）
人 口
28,423（ +5）
※（ ）内数字は前月比

桂萱・永明・城南公民館合同子育て親子支援事業

「ベビープログラム（愛称BP）」参加者募集
はじめて子育てをするママを応援！
安心できる雰囲気の中で、育児の喜びや
困りごとなどを話しあい、子育てに必要な
知識を楽しく学んでみませんか。
【日 時】令和４年２月17日・24日
３月３日・10日
毎週木曜（全４回）午前10時〜正午
【会 場】桂萱公民館（二階 和室）
【対 象】市内在住で、
２〜５ヶ月の第一子（令和３年８月18日から
令和３年12月17日生まれ）とその母親
【定 員】親子６組 先着順（定員になり次第締切）
【講 師】
ＢＰファシリテーター（市子育て支援課保健師）
【教材費】
１，
０２６円（テキスト代）
【申込み】令和４年１月７日（金）から受付開始。桂萱公民館へ電話ま
たは直接申し込んでください。なお、新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策（母親はマスク着用・手指消毒・健康チェック等）のご協
力もお願いします。詳しくは同館へ。また、警戒度等により延期・中
止の場合があります。
※受付時間は、平日午前８時30分〜午後５時15分
【問合せ】桂萱公民館☎027-261-0111

桂萱地区卓球大会の参加者募集
桂萱地区スポーツ協会が卓球大会を次のとおり開
催します。みなさんのご参加をお待ちしています。
【日 時】令和4年2月6日（日）
午前8時30分開会 （受付は午前8時から）
【会 場】桂萱中学校 体育館
【種 目】①一般団体 ②新卓球個人
【持ち物】体育館用上靴、ラケット
※マスク着用にてご参加ください
【申込み】参加希望者は1月20日（木）までにお住まいの地区の体育委
員（卓球部）へ
【問合せ】桂萱地区スポーツ協会事務局〔桂萱公民館内〕
☎027-261-0111
【その他】応援のみの参加はご遠慮ください。
新型コロナウイルスの状況で、緊急事態宣言発令または
まん延防止措置が取られた場合は中止になります。

地域づくり推進事業 ファミリーウォーキング参加者募集！
〜上電で行く「県庁展望と臨江閣、アーツ前橋見学」コース〜
【日 時】令和４年２月20日（日）※小雨決行
受付 午前８時２０分〜４０分 スタート 午前８時４５分
【集 合】桂萱公民館
【コ − ス】桂萱公民館→上泉駅(9:01発)→中央前橋駅(9:08着）
→群馬県庁展望台→前橋公園（日本庭園）→臨江閣→
アーツ前橋見学後現地解散：自由行動（徒歩部分 約４ｋｍ）
【申込み】
２月４日（金）までに電話か窓口へ
（当日受付もします）
【参 加 料】
５００円（中学生以下無料）
【服装・持物】歩きやすい服装・歩きなれた靴で
帽子、リュック、雨具など。防寒対策もしてください。
【その他】参加者に飲物やくだものなどを進呈
【申込み・問合せ】桂萱地区地域づくり推進協議会(桂萱公民館内)
☎027-261-0111
※新型コロナウイルスの影響等により、中止になる場合があります。

