
                ２ページ     【７月２７日】 デコパージュでかざろう！～お気に入りのお皿をつくろう～ （参加募集） 

【５月２１日】 チャリティーゴルフ春季大会開催 折りたたみ式リヤカーをいただきました！ 

３ページ  【６月１５日～】 元総社市民サービスセンター（公民館）敷地内全面禁煙となります 

【８月～】 食生活改善推進員養成講座（健康大学） 受講生募集のお知らせ 

４ページ  【５月３１日】 元総社中学校生徒さんの育てた玉ねぎをいただきました！ 

【７月～】 元総社公民館「少年教室」開催します！ （参加募集） 

                                     

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日前投票所 期間・時間 

市役所（１階市民ロビー） ７月５日（金）～７月２０日（土） ８時３０分～２０時 

各支所／各市民サービスセンター／前橋プラザ元気２１（３階） ７月１５日（月）～７月２０日（土） ９時～２０時 

 

前橋市選挙管理委員会からのお知らせ 

【７月２１日（日）】群馬県知事選挙の投票日です 
投票時間：７時～１９時（一部投票所を除く） 

投票日当日は投票所入場券で指定された投票所へお越しください。 

投票日に仕事や旅行などで選挙に行けない場合は、「期日前投票」をしましょう。 

投票所入場券をご持参のうえ、お近くの期日前投票所をご利用ください。 

元総社市民サービスセンター（公民館）での期日前投票は、 

７月１５日（月）～７月２０日（土）の９時～２０時です（下表参照）。 

なお、期日前投票は、前橋市内の期日前投票所すべてで投票可能です。 

●問い合せ 前橋市選挙管理委員会事務局 （電話 027-898-6742） 

 

 

 

 

 

 

今月の 

主な 

お知らせ 

館報元総社 通刊第 488 号 

令和元年 6 月 15 日発行 

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 8,548 人 （-12） 

女 8,633 人 （+13） 

計 17,181 人（+1） 

世帯 8,680 世帯（+20） 
令和元年５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 

↑ 晴天の下、開会式 

元総社地区のびゆくこどものつどい実行委員会からのお知らせ 

【５月２６日】「のびゆくこどものつどい」開催されました！ 
５月２６日（日）、元総社公民館（市民サービスセンター）を会場に、「第３５回のびゆくこどものつどい・第２２回ふれあい

の広場」が開催されました。当日は季節外れの真夏日となり、熱中症などが心配されましたが怪我人もなく、無事大盛

況のうちに終えることが出来ました。 

朝８時４５分から、多くの子どもたちと来賓の方々を迎え、 

地元代表小学生の司会により開会式が行われました。続い 

て、恒例の元総社中学校吹奏楽部によるミニコンサートが 

開かれ、会場は盛り上がりをみせていました。人気コーナー 

のポニーに乗れる乗馬体験では、個性豊かな３頭の馬たち 

をお迎えし、他にも、屋内外にて行われた様々なアトラクショ 

ンは、終始大賑わいでした。鈴蘭幼稚園長兼前橋市幼児 

教育アドバイザーの田中輝幸先生による音楽ふれあいス 

テージも行われ、多くの子供たちが歌って楽しみました。 

元総社地区小中学校の多くの生徒さんたちに、ボラン 

ティアに参加していただき、保護者のみなさま、地域団体･ 

学校関係者のみなさまのご尽力もあって、成功のうちに 

終えることが出来ました。 

関係者みなさまの多大なご尽力に、深くお礼を申し上げます。 

大事な投票 

忘れずに！ 

↑乗馬体験をしたよ。

大きくて迫力満点で

すが、とてもやさしい

お馬さんでした。 

↑鈴蘭幼稚園のお二人による楽し

い音楽ステージが行われました！ 

↑各模擬店、アトラクションで小中学生ボランティアのみなさんが大活躍！ 

どこも多くの人が集まり大盛況でした。みなさん暑い中、大変お疲れ様でした。 

↑丸太切りに挑戦！ 

力強くノコギリをひき、

上手に切れました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

元総社地区体育推進委員会からのお知らせ 

【５月１９日】グラウンドゴルフ大会 結果 
５月１９日（日）、元総社北小学校校庭で、元総社地区グラウンドゴルフ 

大会を開催しました。 

当日は好天の下、合計２６チームが参加し、各試合で盛り上がりをみせ 

ていました。上位成績は下記のとおりです。 

各地域代表の選手のみなさま、運営にご協力いただいた各方面の 

みなさまにお礼を申し上げます。 
 
《上位成績》 

１位 ５区 A ／２位 １区 A ／３位 ７区 A ／４位 ４区 A 

↑ さわやかな五月晴れの中多くの方々が参加しました。

大会では、見事３９本のホールインワンがありました。 

【５月２１日】元総社地区チャリティーゴルフ 春季大会開催 

自治会連合会に 折りたたみ式リヤカー をご寄贈いただきました 

５月２１日（火）、恒例の第６６回・元総社地区チャリティーゴルフ大会 

春季大会が、前橋ゴルフ場で開催されました。 

当日はあいにくの雨となりましたが、地域から約１０７名の方が参加し、 

多くのみなさんがプレーを楽しみました。 

同日１８時３０分から、元総社町の昌楽寺さんを会場に表彰式が開催 

されました。この席上にて、元総社地区チャリティーゴルフ会（金井久治 

会長）さんから、元総社地区自治会連合会に、折りたたみ式リヤカーを 

寄贈していただきました。ご厚情に、改めてお礼を申し上げます。 

チャリティーゴルフ会さんにはかねてより地区自治会活動充実のため、春秋の大会ごとに参加者のみなさまか

らご厚意をお寄せいただき、多くの有用な機材類をご寄贈いただいています。寄贈品にもその旨を記載していま

す。みなさん、大切にご利用ください。 

↑金井久治ゴルフ会長から阿部連合会長に目録贈呈 

元総社地区ボランティア連絡会・元総社公民館からのお知らせ 

【７月２７日】デコパージュでかざろう！～お気に入りのお皿をつくろう～ 

プレイルーム元総社（第２回） ６／２５から募集します 

子どもたちを対象とした体験学習「プレイルーム元総社」（元総社地区ボラン 

ティア連絡会・元総社公民館協力事業）の第２回は、手芸体験のデコパージュを 

行います。紙に描かれた絵柄を切り抜き、自由に飾ってお気に入りのお皿を作ろう！ 

●日 時  ７月２７日（土）１０時～１１時３０分 

●会 場  元総社公民館 アトリエ 

●参加費  無 料 

●対象者  元総社地区内小学１～４年生の児童または年長の幼児 （先着２０名） 

（※保護者の付き添いは不要です。これまで年長さんには、保護者の方に付き添いを 

していただいていましたが、今年度からお子さんのみの参加でお願いします。） 

●講 師  元総社地区ボランティア連絡会会員／協力 元総社地区ボランティア連絡会 

●持ち物  水分補給用の飲みもの （※デコパージュの材料はこちらで用意します。） 

●申し込み  元総社市民サービスセンター（公民館）まで、電話または窓口へ直接お申し込みください。 

※６月２５日（火）～受付開始（定員になり次第〆切り）。 

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

 
プレイルームは１回ごとの先着募集です。内容や、定員等の詳細は、元総社公民館報でお知らせします。 

第３回は、こども電気教室を９月７日（土）に予定しています。詳しくは７月の元総社公民館報でお知らせします。 

 

↑ 紙でできたデコパージュ素材の

好きな絵柄を切りぬき、お皿に専用

ののりで貼り付けて乾かします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 ●６月・7 月の休館日 6 月 17 日(月)・24 日(月)~27 日(木)・7 月 1 日(月)・8 日(月)・16 日(火)・22 日(月)・29 日(月) 

※7 月 15 日(月)は祝日のため開館し、7 月 16 日(火)に振替休館となります。 

※特別整理期間のため、6 月 24 日(月)～27 日(木)は臨時休館となります。 

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） 

図書館分館だより 

【新刊案内】 ４月２１日～５月２０日に受入分の一部です 
◎一般書  「1日 1ページ、読むだけで身につく世界の教養 365 人物編」デイヴィッド・S.キダー 
「仕事と人生がもっと輝くココ・シャネルの言葉」高野 てるみ／「グランピング BOOK」 
「数学の贈り物」森田 真生／「小鳥ぽんぽん」trikotri／「子供服のワンポイント刺繡」アトリエ Fil 
「彼女たちの場合は」江國 香織／「蒼色の大地」薬丸 岳 
「わが家のおいしい梅干し・梅シロップ・梅酒のレシピ」柳澤 由梨／「この橋をわたって」新井 素子 

◎児童書・絵本  「そこつ長屋」野村 たかあき／「とんかちこぞうとねこざかな」わたなべ ゆういち 
「かめくんのさんぽ」なかの ひろたか／「おたすけトミーでばんだよ!」いしい ひろし 
「はりねずみのぼうけん」ディック・ブルーナ／「あそびうたするものよっといで」中脇 初枝 
「侵略!外来いきもの図鑑」ウラケン・ボルボックス／「どうぶつパンやさん」さとう めぐみ 
「ニュース探偵コナン 1」青山 剛昌／「空飛ぶのらネコ探険隊[6]」大原 興三郎 

【８月～】食生活改善推進員養成講座(健康大学)受講生募集のお知らせ 
地域の食生活指導に取り組むボランティア・食生活改善推進員の養成講座を、８月から 

来年２月にかけて市の保健センターにて連続講座で開催します。 

食を通した健康づくりを目的に、一緒に活動しませんか？ご参加をお待ちしております。 

◆日 程  ８月３０日（金）～令和２年２月６日（木） 全１０回 （地区活動参加も含む） 

（詳細は７月１日発行の「広報まえばし」をご参照ください。） 

◆時 間  ９時３０分～ （第１・４・５・１０回は正午終了、その他の回は１３時３０分終了） 

◆会 場  前橋保健センター（朝日町３－３６－１７） 

◆応募対象  前橋市内在住の方（全１０回の講座を受講できる方）で、講座終了後、食生活改善 

推進員の活動ができる方 ※令和元年度（２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）６７歳以下の方 

◆費 用  ４，５００円程度（テキスト代・調理実習材料費等） 

◆申し込み  ７月１日（月）～７月３１日（水）までに、電話でお申し込みください。 

◆問い合せ 前橋市健康増進課 食育推進係（電話０２７－２２０－５７８３） 

元総社地区食生活改善推進員からのお知らせ 

【７月１９日】はっぴぃ健康クッキング 参加募集します 
食生活を見直す第一歩！調理実習『ぱぱっと料理！さあにぎやかにいただく』 

管理栄養士の講話や、元総社地区食生活改善推進員による調理実習を行います。 

◎日 時  ７月１９日（金） ９時３０分～１３時頃 

◎会 場  元総社公民館（元総社市民サービスセンター） 料理実習室 

◎募集定員  ３０名（定員になり次第締め切り）   ◎材料費  ４００円（当日集めます） 

◎持ち物  エプロン、三角巾、お手ふき用タオル、筆記用具 

◎メニュー  簡単！豚ひき肉と野菜の重ね蒸し／スリーファイバーズサラダ 

／ぽてと☆（オクラ）みそ汁／はちみつレモンプリン 

◎申し込み  ７月１０日（水）までに、元総社地区食生活改善推進員会 森（電話 ０２７－２５２－０１５２）、 

または前橋保健センター（電話 ０２７－２２０－５７８３）のいずれかにお申し込みください。 

◎託 児  地区の保健推進員が行ないます（お子さんのお世話に必要な物品はご持参ください）。 

詳しくは保健センターまでお問い合わせください。 

健康や食生活、 

地域活動に 

興味関心のある方

ご応募お待ち 

しています！ 

【６月１５日～】元総社市民サービスセンター（公民館）敷地内 全面禁煙となります 

健康増進法の改正を受け、前橋市役所本庁舎では、６月１４日（金）をもって喫煙所を廃止し、敷地内禁煙に移

行することとなりました。これを受け、市内各市民サービスセンター（公民館）も敷地内禁煙となり、元総社市民サー

ビスセンター（公民館）においても、同様に、６月１５日（土）以降は、敷地内全面禁煙となりますので、予めお知らせ

します。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

梅雨の時期にじっくり読書を 📖 

上下巻や長編小説をご用意しています 



 

回 日　　　時 内　　　容 定　員 教材費 講　　　師 備　　　考

ばくはつのふしぎ
２種類のばくはつを起こそう！

※申込後、8/14以降にキャンセルされた
場合、教材費を徴収させていただきますの
でご了承ください。

4
８月２２日（木）
10：00～12：00

おもしろ
サイエンス教室

30名 300円
NPO教育
支援協会
北関東

カンフーは長い歴史のある中国の武術で
す。素早く動く、カッコイイ動作を体験して
みよう。
【持ち物】汗ふき用タオル（動きやすい
靴・服装で来てください）

3
７月３１日（水）
10：00～11：30

　 さんびー

　 ３B体操教室
30名 無料

日本３B
体操協会

３つのB（ボール、ベル、ベルター）を使いな
がら、色んな音楽に合わせてゲームや体
操をしよう！
【持ち物】汗ふき用タオル（動きやすい
靴・服装で来てください）

2
７月２５日（木）
10：00～11：30

こども
カンフー教室

30名 無料 総拳NEXT

1

①７月２４日(水）
10：00～12：00

陶芸教室 30名 300円 楽友会

３回で１つの作品を仕上げます。
好きな形のお皿をつくろう！
※３回とも参加してください

【持ち物】
第１回目：使い古したタオル
第３回目：作品を持ち帰る袋

②８月 ７日（水）
10:00～11:30

③８月２１日（水）
10:00～11:00

【7 月 24 日～8 月 22 日】「元総社少年教室」参加者募集！ 
元総社公民館では今年も小学校の夏休み期間を利用し、「元総社少年教室」を開催します。 

学年や学校の枠を超えた仲間と一緒に素敵な作品や思い出をつくりませんか？みなさん、ふるってご参加ください！ 

●会 場…元総社公民館（元総社市民サービスセンター） 

●対象者…元総社地区在住の小学生 

●募集期間…６月２４日（月）から７月１０日（水）まで。定員になり次第締め切ります。 

●教材費…開催日当日に持参してください。 

●申し込み・問い合せ…元総社市民サービスセンター（元総社公民館）へ電話（027-251-2243）または窓口にて 

直接お申込みください。 

【５月３１日】元総社中学校生徒さんが育てた玉ねぎをいただきました！ 
５月３１日（金）、元総社中学校から公民館に、沢山の新玉ねぎが 

届けられました。生徒さんたちが地域の方々のご指導のもと、丹精 

こめて育てたものです。もう長年、毎年ありがたくいただいております。 

公民館に来館したみなさん大変喜んでいました。 

沢山いただいた玉ねぎは、一人一袋ずつとしましたが、わずか１日 

でほとんど配布終了してしまいました。後日、みなさんから甘くてとても 

美味しかったと、嬉しいお言葉を多くの方からいただきました。生徒の 

みなさんの思いが、地域の方々に届いたことと思います。 

中学校生徒のみなさんと学校関係者の方々のご厚意に、深くお礼を申し上げます。 

↑公民館に来館したみなさ

んに大人気！すぐに 

なくなってしまいました。 
↑かごいっぱいの新玉ねぎは、 

無農薬で育てられ、自然な甘みの

広がる美味しい玉ねぎでした。 

↑右から、今年度元総社地区地域づくり協議会の 

阿部会長、歴史伝統部会の松田部会長、安全安心 

部会の津田部会長、福祉・交流部会の深町部会長 

【５月２３日】元総社地区地域づくり協議会総会が開催されました 
５月２３日（木）、元総社公民館のホールにて、地域づくり協議会の総会が開催され、 

元総社の１３地区から、自治会や団体の推薦を受けた方々が地域代表として出席され 

ました。今年度は、役員改選の年度のため、新たな役員、参与と「歴史伝統部会」、 

「安全安心部会」、「福祉・交流部会」の企画運営委員が最初に選出され、その後、それ 

ぞれの部会長から令和元年度の事業計画や予算等の説明がなされ、承認されました。 

今年度は、発足から１１年度目となります。誰もが安全に安心して暮らせる地域づくりを 

目指す協議会の活動を、元総社公民館も応援していきます。よろしくお願いします。 

 


