
２ページ  【ほっとひといき】井上昭子先生（市幼児教育アドバイザー）より 

３ページ  【令和２年度】 元総社公民館利用自主グループ連協 参加団体一覧 

４ページ  【新型コロナウイルス感染症】 感染症拡大防止による中止または延期情報 

       消費生活センターよりお知らせ「不審な電話にご注意を！」 

 

                                     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

今月の 

主な 

お知らせ 
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編集発行 元総社公民館 
/元総社市民サービスセンター 

前橋市元総社町３－１－１ 

電話  027-251-2243 
ＦＡＸ  027-255-0361 
 

元総社地区の人口 

男 8,490 人 （+88） 

女 8,613 人 （+25） 

計 17,103 人（+113） 

世帯 8,654 世帯（+114） 
令和２年４月末現在 
市民課調べ（ ）内は前月比増減 

前橋市ホームページ http://www.city.maebashi.gunma.jp/ 

か ん ぽ う 

    元総社 政治の中心 国府あと 

上野国府（こうづけ こくふ） 

大化改新によって、地方で国司が政治をとった所を国府といいます。 

元総社には、石倉（穀物の倉庫）、大友（軍団のあった所）、古市（市の開か

れた所）、染谷川、牛池川、総社神社、御霊社、大友神社があることなどから、

「国府は元総社にあった。」と考えられています。 

       （本文は 元総社郷土かるた「も」の読み札より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

読み札の裏面に記されている「大化改新（たいかのかいしん）」が始まったのが、西暦６４５年で

す。今から１３００年以上前の時代で、「律」「令」といった法律を整備し国の政治が行われた最初の時

代です。国府（こくふ）は、奈良時代から平安時代にかけての地方行政府、今でいう「県庁」のことで国

ごとに置かれていました。 

私たちの元総社地区には、当時書かれた「倭名類聚鈔（わみょうるいじゅしょう）」などの記載、 

東山道や国分寺、山王廃寺の跡の配置、石倉や大友などの周囲の地名、当時の国府の存在を示す「國厨

（くにのくりや）」「曹司（ぞうし）」などの文字が残る墨書土器の出土などから、この国府が置かれて

いた可能性がとても高いといわれています。 

そして、その場所は右上の絵図に記されたＡからＤのいずれかの区域であったのではないだろう

か、当時「国府前で開かれた市（いち）の様子」は左上の絵の様な感じだったのではないだろうかなど、 

期待を膨らませながら調査が続けられています。 

 
 も 

絵図（村木さん（２区）） 

宮鍋神社 

御霊神社  
  ↓ 

地域づくり協議会 歴史伝統部会 “かるた”から知る元総社 第３３回 

 



 

  

【４月１５日】公民館利用自主グループ連協総会を屋外で縮小開催 
 ４月１５日（水）、元総社公民館（市民サービスセンター）を会場に、元総社公民館利用自主グループ連絡協議
会（石井宏樹会長）による、令和２年度の総会が開催されました。 

現在、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、屋外に受付を設置し、役員は全員マスクを着用、

また、消毒液を用意する等の対策をとり行われました。当日は、各グループ団体の代表者へ資料を配布し、会費を

徴収するのみとして、受付が終わり次第順次解散としました。 

今後も公民館グループ活動の一層の活性化に取り組んで参ります。 

なお、今年度の新役員については下記のとおりです。 
 
 令和２年度 自主グループ連協役員(敬称略 かっこ内は所属グループ) 

▼会  長 石井 宏樹 （雀クラブ元総社） 

▼副会長  山岸 洋一 （総拳 NEXT） 

▼書  記 根岸 あい子 （スポーツウェルネス吹矢元総社教室） 

▼会  計 藤田 ふみ （書道あをみ会） 

▼監  査 岸  政夫 （ダンスクラブ元総社） 

▼監  査 立岩 おり江 （FD ドレミ） 

 
今年度のグループ連協参加団体については 館報３ページ（このページの右）の一覧をご覧ください ⇒⇒⇒ 

↑春日和のさわやかな陽気の中、縮小開催として、 

今年度の総会資料が配布されました。 

☕【ほっとひといき】 ～ 子育てを頑張る保護者のみなさんへ ～ 

今月は、昨年度「元総社すこやか学級」で「子育て井戸端会議」を担当していただいた、井上昭子先生（幼児教育

アドバイザー）の記事をご紹介いたします。 

“ 今、新型コロナウイルスから大切な「いのち」を守るために、当たり前に接してきた人との関わりを避けなけれ

ばならない状況になっています。いろいろな場で、たくさんの人達と上手に子育てをしてきた保護者のみなさんも、

不安に感じているのではないでしょうか。 

でもこんな時こそ「ピンチはチャンス！」と発想の転換をしてみましょう。 

今できないこともいっぱいあるけれど、もしかしたら、今だからこそできること・今しかできないこともいっぱ

いあるんじゃないかな…。そんなことを考えると、ちょっとワクワクしてきませんか？ 

思いっきり子どもを抱きしめて、大好きだよ！って言葉にしてみたり…。体をいっぱい動かして、パプリカなん

かを踊ってみたり…。写真の整理をしながら、その子の生まれた時の話や成長してきた様子を話したり…。ちょっ

と大きな子なら、一緒に料理をしたり…。慌ただしい日々の中ではできなかったことが、びっくりするほどたくさ

んあります。 

もちろん、保護者のみなさんだって人間だもの、経験したことのない状況に不安を覚えます。でも、もともとの

経験値が少ない子どもたちは、今の状況をもっと不安に感じていると思います。 

   だから、今は、子どもたちを「大丈夫！」ってしっかり抱きしめて、笑いましょう！ 

アメリカの心理学者のウイリアム・ジェームスは、「私たちは、幸せだから笑うのではない。笑うから幸せなのだ。」

という言葉を残しています。先が見通せなくてつらいけど、ちょっと空を見上げて、ゆっくりひと呼吸して、お子

さんの前で笑ってみましょ！そしたら、お子さんがもっと笑顔になってくれて、自分自身も幸せになれるはずです。

みなさんの子育てを、たくさんの人が応援しています。 

あなたのことを支えたいと思う人はいっぱいいるよ。 

今、目の前にはいないけれどね、地域には、世の中にはたくさん 

いるからね。ひとりぼっちじゃないからね。 

抱え込まないでね。 

応援してるからね。”     🍬 🍪 🍩   



 

 

 

№ 団  体  名 学 習 活 動 内 容 学 習 日 ・ 開 始 時 間 

1 元総社地区ボランティア連絡会 子育て支援等 第３木曜 １０時～ 

2 楽友会 陶芸 第２・４水曜 ９時～１６時 

3 元総社きりえ愛好会 きりえ 第１・３水曜 １０時～１２時 

4 まどか俳句会 俳句 第２水曜 第３土曜 １３時～１５時 

5 元総社地域福祉研究会 地域ボランティア 第３水曜 １４時～１５時３０分 

6 書道あをみ会 書道 第２･４火曜 ９時～１２時 

7 サン・ハーモニー元総社 ハーモニカ 毎木曜 １３時３０分～１６時 

8 ガールスカウト群馬第１８団 教育指導 月２回土曜・日曜・祝 １０時～１２時 

9 元総社混声合唱団 混声合唱 第２・４金曜 １３時３０分～１５時３０分 

10 あすなろ 水彩画 第１・３・４金曜  １３時～ 

11 めだかくらぶ 絵手紙 第１・３火曜 １４時～１５時３０分 

12 ひよこクラブ 親子の集団遊・交流 毎木曜 ９時３０分～１２時 

13 前橋市フォークダンス協会（元総社例会） フォークダンス 第１・３火曜 １３時３０分～、第２・４火曜 １９時～ 

14 ブリリアントコーラス 女声合唱 毎火曜 １０時～１２時 

15 元総社手編みクラブ 手編み 第２・４火曜 １３時３０分～１５時３０分 

16 ラベンダーⅡクラブ フラダンス 第１・３金曜 １０時～１２時 

17 ジョイサウンド琴 大正琴 第２・４水曜 ９時～１１時３０分 

18 総拳クラブ 太極拳 毎土曜 ９時～１２時 

19 元総社地区歴史を学ぶ会 地区の歴史の学習 土曜 ９時～１２時（随時） 

20 楽々たいそうクラブ 健康体操 毎水曜 １０時～１２時 

21 雀クラブ元総社 健康マージャン 毎金曜 １３時～１７時 

22 元気ひろげたいそうクラブ 元気体操 月１回 日曜 １０時～１１時３０分 

23 パソコンクラブ パソコン操作 毎水曜 １３時３０分～１６時３０分 

24 ピアノクラブ アマデウス ピアノ 第２・４水曜 １３時１５分～１５時１５分 

25 前橋リコーダー倶楽部 リコーダー 第２・４火曜 １９時～２１時 

26 詩吟みやま会 詩吟 第１・３火曜 １０時～１２時 

27 総拳ＮＥＸＴ 太極拳 毎火曜 ９時～１２時 

28 ダンスクラブ元総社 社交ダンス 第２・４金曜 ９時３０分～１２時 

29 ミュージカル劇団 Alumnae ミュージカル 月曜 １８時～２２時 

30 土の音 オカリナ 第２・４水曜 午前 

31 ＦＤドレミ フォークダンス 第１・３木曜 １４時～１６時 

32 元総社囲碁愛好会 囲碁 毎火曜 １３時～１７時 

33 日本宇宙少年団前橋分団 宇宙の学習 月１回 土曜 午後 

34 アンサンブル響～MAEBASHI～ 吹奏楽 毎日曜 １３時～１７時 

35 スポーツウェルネス吹矢元総社教室 スポーツ吹矢 第２・４月曜 ９時～、第１・３土曜 １３時～ 

36 元総社だんべえ踊りの会 だんべえ踊り 第２月曜・第４火曜 １４時～１６時 

37 ハートフライズオリーブ ダンスエクササイズ 毎水曜 １４時３０分～１６時 

元総社公民館で活動する自主グループ（令和２年４月現在） 

現在、以下の団体が登録されています。グループの活動に関心がおありの方は、まずは元総社公民館 

（電話０２７－２５１－２２４３）へお問い合わせください。 

 

 （記載の活動日・曜日・時間は基本的なものです。団体都合ほかにより変更となる場合があります） 

 



 

 

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期に 
 

 

※ 問い合わせ : 元総社市民サービスセンター（公民館）  電話 027－251－2324 

 

〇【４月１３日～５月３１日】公民館部屋 利用中止   

４月１３日（月）～５月６日（水）、元総社公民館の部屋利用を一時中止として 

おりましたが、中止期間が延長され、５月３１日（日）まで部屋利用中止となりました。５月３１日（日）以降も、状況

に応じて中止になる場合があります。各種証明発行等窓口業務は引き続き行います。                  

 

 

（重要）市の成人健康診査 実施見合わせ 

新型コロナウイルス感染症の影響で全ての成人健康診査（特定健診、がん検診、歯科健診等）

の実施を見合わせております。 

開始時期などは市ホームページ、広報まえばし等でお知らせいたします。 

【問い合わせ】 健康増進課 ０２７－２２０－５７８４ 

 

〇【５月２１日】子育てサロン「かえるっ子」 開催中止   

５月２１日（月）元総社公民館和室で、子育てサロン「かえるっ子」を開催する予定でしたが、 

中止となりました。 

 

 
〇【５月２８日、６月２５日】健康チャレンジ教室 開催中止 

５月２８日（木）、６月２５（木）元総社市民サービスセンター（公民館）を会場に、「令和２年度 健康チャレンジ教

室」が開催予定でしたが、中止となりました。 

 

 

☎不審な電話にご注意を！（消費生活センターよりお知らせ） 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「国の布製マスクの全戸配布に便乗した 

送り付け商法」、「行政機関などをかたり、特別定額給付金の給付を口実に 

個人情報などを聞き出す悪質商法」、「マスクの品薄に便乗した悪質商法」などの 

消費者トラブルが増えています。不審な電話を受けたり、少しでもおかしいと感じたりした 

場合は、消費生活センターにご相談下さい。 

尚、高齢者の消費者トラブルの未然防止を目的として、詐欺被害などを防ぐ機能が付いた電話機の購入

に補助を実施しています。本市に住民登録がある市内在住者（世帯全員が６５歳以上）が対象となります。

補助ご希望の場合も消費生活センターにご連絡ください。 

【問い合わせ】 消費生活センター ０２７－２１２－３２６０ 

各種証明発行等窓口は継続 

 

〇 第６８回 元総社地区チャリティーゴルフ 

春季大会 開催中止 【5 月２７日】 

５月２７日（水）「第６８回元総社地区チャリティーゴルフ

春季大会 （前橋ゴルフ場） 」を開催する予定でしたが、 

新型コロナウイルスの感染が拡大し、収束の見込みも立

たない現状を鑑み中止と致しました。 

次回大会は１０月を予定していますので、改めてご案内

いたします。 

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

〇 地域づくり協議会（福祉・交流部会）主催  

三世代交流事業 開催中止   

毎年度、開催してきた「三世代スマイルボウリング大会」

を、今年度から「三世代交流ディスコン大会」に変更し、   

楽しく活気あふれる大会にしようと準備してきましたが、 

中止となってしまいました。 

来年度を期待していてください。 

 

 

 

【７月５日】 

 

 

 

〇【４月１５日～５月３１日】図書館分館 利用中止   

図書館分館は５月６日（水）まで臨時休館する予定でしたが、５月３１日（水）まで休館を延長することになりました。

前橋市立図書館・各分館・前橋こども図書館も臨時休館します。本の貸し出し、返却、返却ポストも利用休止とし

ます。 資料の返却は、返却期限にかかわらず、開館後２週間以内に返却してください。なお、開館時は入場制限

をさせていただく場合がありますので、ご了承いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 


