
１ページ  【４月５日】 自治会長一斉改選が行われました 

２ページ  【５月２６日】 第７０回元総社地区チャリティーゴルフ 春季大会 参加者募集 

３ページ  【子育てサロンかえるっ子】 ５月から元総社公民館で開催 
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か ん ぽ う 

 

元総社地区各自治会では、今年が自治会長の一斉改選 

年にあたり、９自治会にて新たな自治会長が選出されまし

た。各自治会の自治会長さんは以下の表のとおりです。 

改選に伴い、４月５日午後２時から、元総社公民館にて元

総社地区自治会長会議が開催され、自治会連合会長は、８

年間お務めいただいた阿部明雄会長に代わり、水野渉会長

にお務めいただくことになりました。 

また、８区の松田会長、１０区の水野会長、問屋の設樂会 

長につきましては、引き続きお務めいただきます。 

   地域住民のみなさまには、各地区自治会長さんと共に、

今後とも住みやすく暮らしやすい地域づくりにご協力をいただ

きたくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の 

主な 

お知らせ 

元総社地区の人口 

男 8,441  人 （+52） 

女 8,621  人 （+ 1） 

計 17,062 人 （+53） 

世帯 8,705 世帯（+70） 
令和３年３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/  

【４月５日】令和３年度最初の 
～自治会長会議を開催～ 

今年度もよろしくお願い申し上げます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和３年度自治会長のみなさん（敬称略）】 
（後列 左から） 松田（８区）、 近藤（９区）、水野（１０区）、  
           金井（１１区東）、中村(１１区西)、設樂（１２区） 
（前列 左から） 金井（１区）、 山口（２区）、礒田（３区）、石井(４区)、 

林（５区）、澤野（７区） 
（元総社公民館前にて 4月 7日撮影） 

令和３年度 元総社地区各自治会長 （任期 令和５年３月３１日まで）（敬称略） ※６区は欠番です。 

自治会名称 
略称・ 
通称 

会長氏名 自治会名称 
略称・ 
通称 

会長氏名 

元総社町第一 １区 金井 耕太郎 石倉町中部 ８区 松田 實  

元総社町第二 ２区 山口 直樹 下石倉町 ９区 近藤 元 

元総社町第三 ３区 礒田 正義 元総社町１０区 １０区 水野 渉  

元総社町第四 ４区 石井 洋一 鳥羽町東部 １１区東 金井 照雄 

大友町 ５区 林   悦実 鳥羽町西部 １１区西 中村 賢三 

石倉町上石倉 ７区 澤野 尚人 問屋町 問屋 設樂 正治 
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【令和３年３月に退任された自治会長（敬称略）】 

（１区） 齋藤 一夫  （２区） 市川 和広  （３区） 女屋 勝男  （４区） 深町 哲  （５区） 松村 隆 
（６区） 津田 正壽  （７区） 近藤 隆彦  （９区） 近藤 輝久  （１１区東） 金井 肇 （11区西） 阿部 明雄   

皆様には、地域諸行事等各方面でご尽力いただき、大変お世話になりました。 

◎自治会連合会で

は、元総社地区全体

の自治活動について

多方面から協議する

と共に、行事運営や

会議参加等を通し

て、地域自治会活動

の一層の振興に取り

組んで参ります。 

元総社公民館（市民サービスセンター）職員人事異動（令和３年 4 月１日付）（敬称略） 

◇ お世話になりました   糸井 愛華  （環境森林課へ異動）   

◇ お世話になります    谷内田 理恵 （市民課から）          

新メンバーと一緒に、公民館（市民サービスセンター）の一層の活動推進に取り組みます。 

地域のみなさまにおかれましては、今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

【４月１４日】公民館利用自主グループ連協総会を開催 
 ４月１４日（水）、元総社公民館（市民サービスセンター）ホールを会場に、元総社公民館で活動するグループ団体の代表
が集まり、総会が開催されました。総会では今年度の事業計画・予算役員改選等が承認されました。 

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３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 粂井 貴志 （日本宇宙少年団前橋分団） 

▼会  計 相沢 マサ子 （めだかくらぶ） 

▼監  査 岩本 葉緒里 （ミュージカル劇団 Alumnae） 

▼監  査 大澤 えりか （アンサンブル響～MAEBASHI～） 

 
● 今年度のグループ連協参加団体については 館報 4 ページの一覧をご覧ください ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

【主な大会内容】 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、競技、表彰を変更して開催します。 

◇開 催 日  令和３年５月２６日（水） 

◇会   場      前橋ゴルフ場 （川原町１－４２－４ 電話０２７－２３１－７５７５） 

◇集   合  各スタート時間３０分前までに受付を終了してください （組み合わせ表は後日配布） 

◇競技方法  前半９ホールにて順位決定 新ペリア方式 ジェネラルエリア オール６インチ OK 

         ※順位は９ホールで決定しますが、プレーは１８ホールお楽しみください。 （詳細はお尋ねください） 

◇定  員  ２００名（定員になり次第締め切り）  

◇プレー費   セルフプレー・食事・ワンドリンク付 

         《一般》 6,640円  

◇会  費   3,000円（チャリティー代含む） 

◇賞  品   プレー終了後に引き換え ※表彰式を行わないため、参加賞あり（賞品、参加賞ともに全員にあり） 

 

【５月２６日】第７０回元総社地区チャリティーゴルフ 参加者募集！ 
元総社地区チャリティーゴルフ会（金井久治会長）では、恒例となりました春季大会を、 

５月２６日（水）に開催いたします。 

チャリティーゴルフ会は、地域住民の健康と親睦を図ることを目的に活動しています。 

チャリティー基金は、地区自治会連合会を通じ多方面に贈呈しております。 

ぜひ本会の趣旨をご理解頂き、多数ご参加くださいますようご案内します。 

お申込みは、 ５月１０日（月）までに参加費を添えて、各地区支部長または事務局長までお願いします。 

◎問い合せ   事務局長 中澤 進さん 電話 027-280-4701／090-1556-0515 

 

【チャリティーゴルフ会 地区支部長 連絡先】（敬称略） 

区 氏名 連絡先 区 氏名 連絡先 区 氏名 連絡先 

1 斉藤  孝春 251-1394 5 土田  浅一 251-0312 9 斉藤  佳之 253-9595 

2 中澤 進 280-4701 6 中澤 進 280-4701 10 伊藤  茂男 251-2136 

3 佐久間 静子 252-6422 7 和久井 征洋 253-0683 11 町田 俊一 255-0919 

4 中澤 進 280-4701 8 徳江  操 251-4934 問屋 齋藤  明彦 212-5750 

 

70th 

経済センサス～活動調査を実施します（情報政策課統計分析係：電話 898-6515） 
６月１日を基準日として、経済センサス活動調査を実施します。すべての事業所・企業を対象に、日本の全産業分野

の経済活動状況を明らかにするための調査です。調査書類は５月末までに、調査員証と腕章を身につけた調査員が配
布するか、国から郵送で届きます(事業所により異なります)。調査書類が届きましたら、インターネットまたは郵送にてご
回答ください。 

【女性】～人権啓発リーフレット『やさしい心』～ 
男性と女性が平等であると日本国憲法に定められており、男女共同参画社会基本法には個人としての尊厳の重視、

性別による差別的取り扱いの禁止等がうたわれています。しかし、職場等における男女差別、配偶者からの暴力など女
性に対する人権侵害が発生しています。女性と男性が対等なパートナーとして認め合い尊重しあうことが大切です。 



  

前橋市立図書館 元総社分館 電話 027-253-7373（元総社公民館 西側） 

開館時間 平日 １０時～１８時／土日祝日 １０時～１７時（月曜休館） 

 

図書館分館だより 
 

●５月の休館日      ５月７日(金)・１０日(月)・１７日(月)・２４日（月）・３１日(月) 

                             ※５月３日他祝日は 10：00～17：00 開館 

 

 

 

 

 

 

 

 
【新刊案内】 ３月２１日～４月２０日に受入分の一部です 
◎一般書 「わたしの、本のある日々」小林 聡美／「地図でスッと頭に入る三国志」渡邉 義浩／ 
 「７秒押すだけで体温が上がる手もみ健康法」足利 仁／「梅干しを漬けてわかること」有本 葉子／ 
「１２色の色鉛筆で描くちいさなイラスト手習い帖」Atelier RiLi／「物語のものがたり」梨木 香歩／ 
「Go To マリコ」林 真理子／「草原のサーカス」彩瀬 まる／ 「168時間の奇跡」新堂 冬樹／ 
「それでも、陽は昇る」真山 仁 

 
  
◎児童書・絵本 「防災学習ガイドもしものときにそうなえよう台風・豪雨」国崎 信江／ 
「どっちが強い!?リカオン vsモリイノシシ」スライウム／「かいけつゾロリのちょ～いたずらまちがい 
さがし」原 ゆたか／「いえないオニ」高森 美由紀／「図書館の奥は秘密の相談室」櫻井 とりお／ 
「レ・ミゼラブル」ビクトル・ユゴー／「うつぼざる」もとした いづみ／ 
「おすしやさんにいらっしゃい！」おかだ だいすけ／「ごちそうたべにきてください」茂市 久美子／ 
「にげてさがして」ヨシタケ シンスケ 

 

↑ 二次元バーコードを 

携帯・スマホで読み取り、

図書館ホームページへ 

（蔵書検索できます） 

【会員募集】ひよこクラブ 親子で楽しく活動中！ 
～０歳児から就園前のお友だちとお母さん、一緒に子育てを楽しみましょう～ 

 
 
 
 
☆日  時 木曜日午前中（月に３～４回） ☆会場 元総社公民館 内外 
☆対  象 ０歳児～就園前の親子 ☆会費 月１，３００円 
☆内  容 手あそび、うた、リトミック、絵本の読み聞かせ、おやつ作り、手作りおもちゃ、 

親子あそび、子育て相談、お誕生会 など 
☆行  事 遠足、運動会、りんご狩り、クリスマス会、夏まつり、修了会 ほか 
☆連絡先 代表 井上さんまで 電話 ０７０-３５２７-９６８３ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん  こんにちは！  おともだちになりませんか？  

たのしい手あそびやふれあいあそび、製作やリトミックあそびをしながら、育児の不安や  

悩みを話してみませんか？元保育士を中心に、楽しく和気あいあいと活動していますヨ♪  

★会員随時募集中  

★新型コロナウイルスの感染

状況により、中止となる場合

があります。開催状況につい

ては、代表者に直接ご確認く

ださい。 

 

 
 

 

【子育てサロン かえるっ子】５月から公民館で開催  
令和２年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、 

全日程を中止といたしました。 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大が収束することを願い、 

５月から毎月、元総社地区ボランティア連絡会と保健推進員会との合同で、 

未就園児とその親を対象とした子育てサロン「かえるっ子」の開催を予定して 

います。 

サロンでは、ママさん同士でお話ししたり、お子さんはおもちゃで遊んだりと、 

各自ゆったりと楽しんでいただいています。『お子さんとママのお友達作りに』 

『ママの気分転換に』楽しいおしゃべりを通して、一緒に子育ての悩みを解消 

しましょう。開催日と詳細は下記及び右予定表のとおりです。 

事前予約･参加費は不要です。当日、親子でお気軽にお越しください。 

※水分補給用の飲み物をご持参ください（その他の飲食は禁止です）。 

◇開 催 日   毎月第３木曜日 午前１０時～１１時３０分 

◇会 場   元総社公民館（市民サービスセンター） 

和室 （都合により日程・会場変更の場合があります。） 

◇問い合せ   元総社公民館（市民サービスセンター）電話 027-251-2243 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要 新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります。 

開催状況については、直近の公民館報でご確認いただくか、お電話や窓口にてご確認ください。 

 

【令和３年度 かえるっ子 日程表】 

５月 ５月２０日 １１月 １１月１８日 

６月 ６月１７日 １２月 １２月１６日 

７月 ７月１５日 

 

１月 １月２０日 

９月 ９月１６日 ２月 ２月１７日 

１０月 １０月２１日 ３月 ３月１７日 

（注） ８月はお休みとなります。 

～各回で下記の内容を予定しています～ 

★１１月１８日 身体測定（保健師参加） 

★１２月１６日 ミニクリスマス会 

★ １月２０日 節分 

★ ２月１７日 ひなまつり 
 

ささやかながら 

プレゼントをご

用意しています 



 

 

 

 

 

№ 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 まどか俳句会 俳句 第２水曜 第３土曜 １３時～１５時 

4 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 

5 書道あをみ会 書道 第２･４火曜 ９時～１２時 

6 サン・ハーモニー元総社 ハーモニカ 毎木曜 １３時３０分～１６時 

7 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 

8 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 

9 あすなろ 水彩画 第１・３・４金曜  １３時～ 

10 めだかくらぶ 絵手紙 第１・３火曜 １４時～１５時３０分 

11 ひよこクラブ 親子の集団遊・交流 毎木曜 ９時３０分～１２時 

12 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～ 

13 ブリリアントコーラス 女声合唱 毎火曜 １０時～１２時 

14 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 

15 ラベンダーⅡクラブ フラダンス 第１・３金曜 １０時～１２時 

16 ジョイサウンド琴 大正琴 第２・４水曜 ９時～１１時３０分 

17 総拳クラブ 太極拳 毎土曜 ９時～１２時 

18 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） 

19 楽々たいそうクラブ 健康体操 毎水曜 １０時～１２時 

20 雀クラブ元総社 健康マージャン 毎金曜 １３時～１７時 

21 パソコンクラブ パソコン操作 毎水曜 １３時３０分～１６時３０分 

22 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 

23 詩吟みやま会 詩吟 第１・３火曜 １０時～１２時 

24 総拳ＮＥＸＴ 太極拳 毎火曜 ９時～１２時 

25 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 

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

27 土の音 オカリナ 第２・４水曜 午前 

28 ＦＤドレミ フォークダンス 第１・３木曜 １４時～１６時 

29 元総社囲碁愛好会 囲碁 毎火曜 １３時～１７時 

30 日本宇宙少年団前橋分団 宇宙の学習 月１回 土曜 午後 

31 アンサンブル響～MAEBASHI～ 吹奏楽 毎日曜 １３時～１７時 

32 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～ 

33 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 

34 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 

35 ウクレレほの ウクレレ 毎金曜 １０時～１２時 

元総社公民館で活動する自主グループ（令和３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） 

 


