
                ２ページ     【１１月１７日】 「こども料理教室」 しょうが焼きとマシュマロトーストをつくろう！（参加募集） 

【１１月１５日】 かえるっ子で健康教室（健康相談）を実施します 

３ページ   【１１月９日～１１日】 第３３回元総社地区文化祭開催 お楽しみに！（ご案内） 

４ページ   【１１月３日】 ぐんまマラソン開催 当日の交通規制にご協力ください 

【７月２４日】 牛池川緑地愛護会に感謝状が贈呈されました 

                                     
 
 

    

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

館報元総社 通刊第 480 号

平成 30 年 10 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 8,506 人 （-78） 

女 8,620 人 （-2） 

計 17,126 人（-80） 

世帯 8,516 世帯（-76） 
平成３０年９月末現在 
市民課調べ（ ）内は前月比増減 

ホームページ http://www.city.maebashi.gunma.jp/→公民館→元総社公民館 

か ん ぽ う 

今月の 

主な 

お知らせ 

【９⽉３０⽇】元総社地区市⺠運動会 台風のため中止！ 
９月３０日（日）、元総社小学校の校庭を会場に、第４９回元総社地区市民運動会（主催 元総社地区市

民運動会実行委員会・前橋市・市教育委員会・市スポーツ協会）が開催される 

予定でしたが、台風２４号の影響により、やむを得ず中止となりました。大変残念 

でしたが、来年は好天に恵まれ開催出来るよう願っています。 

実行委員会や各地区自治会関係者のみなさま、小中学校の先生及び生徒の 

みなさま、開催までの準備等にご協力くださり、誠にありがとうございました。 

《お知らせ》 かんぽう元総社１０月１５日号から、時間表記を２４時間制としております。 

【１０⽉４⽇】元総社チャリティーゴルフ 秋季大会開催 
自治会連合会に 「網焼きグリル」 をご寄贈いただきました！ 

１０月４日（木）朝から、伊香保ゴルフ倶楽部を会場に、第６５回・元総社地区チャリティーゴルフ秋季大会が開

催されました。大会には１２７名が参加しました。当日は過ごしやすい気温の一日となり、多くのみなさんがプレーを

楽しみました。同日午後６時から、元総社町の昌楽寺さんを会場に大会の表彰式が行われ、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、焼きまんじゅうや焼きとうもろこしを調理する

ことが出来る、「網焼きグリル」のガスこんろ 

（焼き面：横幅 930×奥行 300×高さ 200 

（mm））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からは、以前から 

自治会活動の充実のため、大会のたびに多く 

の機材を寄贈いただいており、寄贈品にその 

旨を記載しています。地域のみなさん、大切 

にご利用ください。 
↑ 阿部自治会連合会長へ、 

ゴルフ会 金井会長から目録贈呈。

人権を考える ～ 女性 ～ 
女性と男性は平等であるということは、日本国憲法に定められています。さらに、男女共同参画社会基本

法には男女の人権の尊重を掲げ、男女の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、個人

としての能力を発揮する機会の確保等がうたわれています。 

しかし、職場等における男女差別や、セクシャル・ハラスメント、配偶者やパートナーからの暴力、スト

ーカーといった女性に対する人権侵害が依然として発生しており、大きな社会問題となっています。これら

の問題の解決のためには、女性と男性が対等なパートナーとして認め合い尊重し合うことが大切です。 

                     ～前橋市人権啓発リーフレット『やさしい心』から～ 

↑ いただいた網焼きグリルは、１０月 

９日、元総社公民館へ納品されました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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） 

前橋市⽴図書館 元総社分館 電話 027-253-7373（元総社公⺠館 ⻄側） 
開館時間 平日 １０時〜１８時／⼟日祝日 １０時〜１７時（月曜休館） 

●９⽉・１０⽉の休館⽇ １０月１５日(月)・２２日(月)・２９日(月)・１１月５日(月)・１０日(⼟)・１１日(日)・２６日(月) 
※地区文化祭のため、１１⽉１０⽇（⼟）、１１⽇（⽇）は臨時休館となります。 

代わりに、１１⽉１２⽇（⽉）、１９⽇（⽉）に開館しますが、開館時間は１０時〜１７時となります。 

図書館分館だより 

【新刊案内】 ８月２１日～９月２０日に受入分の一部です 

◎一般書  「恐怖を知らない人たち」アビゲイル・マーシュ／「日本占領と「敗戦革命」の危機」江崎 道朗 

「人生のリスクを未然に防ぐ意思能力鑑定」圓井 順子／「子どもの走り方トレーニング」木村 匡宏 

「コンフィデンシャルあの会社の真実」日本経済新聞社／「人類滅亡小説」山田 宗樹 

「歌え、汝龍たりし日々を」岩井 三四二／「ドアを開けたら」大崎 梢 

「僕は金になる」桂 望実／「腸からあたたまるたなかれいこ的料理のきほん」たなか れいこ 

～ 晩 秋 に 向 か う 季 節 。 季 節 の 本 の コ ー ナ ー で は 、 心 も 体 も 温 ま る よ う な お 話 の 本 を 用 意 し て い ま す 。 ～  

◎児童書・絵本  「淀殿」田代 脩／監修／「電車大集合!」山崎 友也／「ともだちドロボウ」のぶみ 

「わくわく!れっしゃでかぞくりょこう」サトシン／「おともだちたべちゃった」ハイディ・マッキノン 
「ぼくがスカートをはく日」エイミ・ポロンスキー／「おふとんかけたら」かがくい ひろし 

「みちのく妖怪ツアー」佐々木 ひとみ／「おいもころころ」いもと ようこ／「あいことばは名探偵」杉山 亮 

公⺠館事業「プレイルーム元総社」〜 元総社地区ボランティア連絡会・元総社公⺠館から

【１１⽉１７⽇】しょうが焼きとマシュマロトーストをつくろう！ 
プレイルーム元総社第４回 「こども料理教室」１０/２３から募集します

１１月のプレイルーム元総社は、「こども料理教室」を開催し、しょうが焼きとマシュマロトーストを作ります。 
◎日 時  １１月１７日（土） １０時～ 

◎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 

◎対象者  年長の幼児または小学１～４年生の児童（先着２０人） 

 （幼児には保護者の付き添いが必要です） 

◎参加費  無料 （資材は講師と運営で用意します）   

◎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  エプロン、三角巾、お手拭きタオル 

◎申し込み  元総社公民館（市民サービスセンター）へ電話または直接窓口で受付します 

◎募集期間  １０月２３日（火）～１１月８日（木）まで （定員となった時点で締め切りとなります） 

《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） 

●次回のプレイルーム第５回は、１２月２５日（火）に、「クリスマス会」を行ないます。サンタさんが 

来るかも…！人形劇も予定しています。詳しくは１１月発行の公民館報でお知らせします。お楽しみに！ 

子育てサロン かえるっ子から 健康教室（健康相談）実施します！ 
【１１⽉１５⽇】〜⼩さいお⼦さんをお持ちのお⺟さん、ぜひお越しください〜

元総社公民館の和室で毎月開かれている子育てサロン「かえるっ子」では、 

１１月１５日（木）朝１０時から保健師さんを招いて健康教室（健康相談）を行います。 

身体測定を行なうほか、個別に相談も受け付けます。小さなお子さんをお持ちの 

お母さん、ぜひ親子で公民館へお越しください。参加無料、事前予約不要です。 

詳しくは元総社公民館（027-251-2243）までおたずねください。 

前橋市市⺠活動⽀援センター（Ｍサポ）から 

群馬県済生会前橋病院が院内ボランティアを募集しています 
特別な資格や経験がなくても、患者さんの役に立ちたいと思っている方、人と人とのふれあいを持ちたいと思う方であればどな

たでもできます。ボランティアさんの優しい声かけやお手伝いが患者さんの安心に繋がります。初めての方でも大歓迎です。 

●日時  月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時／土曜日（第１・３） ８時３０分～１３時 

※活動時間や回数は、無理のない範囲で自由に選択できます 

●場所  済生会前橋病院（前橋市上新田町５６４－１） 

●内容  ①来院された患者さんのご案内   ②身車椅子の介助等、体の不自由な方のお手伝い 

③自動受付機、自動支払機利用の介助 

●問い合せ  広報・情報課 027-252-6011（代表番号） 

みんなが大好きな
しょうが焼きを作って
みよう。 
甘くておいしい 
マシュマロトーストも
つくるよ！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【第３３回 元総社地区文化祭】盛り沢山の３⽇間！お楽しみに！ 
「第３３回 元総社地区文化祭」を、１１月９日（金）から１１日（日）にかけて開催します。 

恒例となっている地区文化祭ですが、今年から新たな催しとして、「ウクレレ演奏」や「人形劇」、「ミニミュージカ
ルショー」を予定しています。子どもから大人まで楽しめる内容が盛り沢山となっていますので、みなさんお誘い合

わせのうえ、ぜひお越し下さい！多くの方のご来場をお待ちしております。 
※詳細は文化祭プログラム及びこども広場ちらしをご覧ください。（１０月１５日号の公民館報と同時配布。公民館窓口でも配布します）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お願い】１０日（土）・１１日（日）は公民館付近での駐車が 

困難です。詳細は、別紙で毎戸配布されます、子ども広場 

ちらし裏面の臨時駐車場をご利用ください。 

自動車でお越しの場合は、極力乗り合わせにてお願い 

します。近隣のみなさまは、徒歩や自転車にてお越しいた 

だきますようお願いします。 
  

主催：元総社地区文化祭実行委員会 

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 

【作品展示】１１月９日（⾦）１３時〜１６時／１０日（⼟）９時〜１６時 
／１１日（日）９時〜１５時 

●公⺠館内、第１会議室・第２会議室・視聴覚室・ロビー等、各所で展示しております。 

【舞台発表】１１⽉１１⽇（⽇）９時〜１５時 ●ホール
※最終番は、総社神社太々神楽保存会による伝統芸能発表です。 
※終了後、大抽選会開催。会場にいれば、どなたでもご参加いただけます！ 

【⼦ども広場】１１⽉１０⽇（⼟） 
 
●ホールにて 
《ウクレレ演奏》 ９時４５分〜１０時  

・曲目：茶⾊の⼩瓶/ハワイアロハ/カイマナヒラ/お祭りマンボ 
《大友百万遍（ひゃくまんべん）》 １０時１０分〜１０時４０分 
《上宿町獅⼦舞（ししまい）》 １０時４５分〜１１時１５分 
《アンサンブル響・混声合唱団による合奏と合唱》 １１時３０分〜１２時１５分 

・曲目：散歩/千の風になって/おどるポンポコリン/夢をかなえてドラえもん/また逢う日まで 他 
《「わたげの会」による人形劇》 １３時３０分〜１４時１０分  
 ・演目：三びきのこぶた 
《ミニミュージカルショー》 １４時２０分〜１５時２０分 
 ・演目：ミニミュージカルショー 〜美⼥と野獣より〜  
●アトリエにて 
《こども囲碁教室》 １０時３０分〜１２時  
●中庭にて 
《歴史教室〜まが⽟作り体験〜》 １０時３０分〜１２時 ※材料費として１００円かかります。 

【模擬店】●屋外各箇所 
１１月１０日（⼟） １１時〜１４時３０分 
（焼きそば、焼きまんじゅう、わたがし、ポップコーン、フランクフルト、飲み物、ヨーヨー・紙コップコマ、健康教室） 
１１月１１日（日） １０時〜１４時 
（みそおでん、お赤飯、炊き込みあさりご飯、チョコバナナ、元中まんじゅう、とんとん汁、飲み物、健康教室、ほか第三福
祉作業所による通所者作品のバザーや、シルバー⼈材センターによる「包丁研ぎ」「⽊切れ⼯作」等も⾏なわれます。） 

写真は昨
年度（Ｈ
２９）の
伝統芸能
発表の様
子です。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男⼥共同参画センターから 

【１１⽉１２⽇〜２５⽇】「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」期間です 
配偶者などからの⼥性に対する暴⼒、性犯罪、ストーカー⾏為、売買春、⼈⾝取引やセクハラなどの⼥性に対

する暴⼒は、⼥性の⼈権を侵害するとともに決して許されない⾏為です。ひとりで悩まないでまずは相談を！ 
▼相談先 ＤＶ電話相談（平日９：００〜１７：００）０２７－８９８－６５２４ 

元総社公民館 子育て・親子支援 

【７⽉〜９⽉】元総社すこやか学級 開催しました！ 
７月４日（水）～９月１９日（水）にかけて、元総社市民サービスセンター（元総社公民館）を会場に、元総社公民館

子育て・親子支援事業「元総社すこやか学級」が全６回講座として、開催されました。今年度は、１７組のお母さんとお

子さんにご参加いただきました。親子で一緒にリトミックやふれあいあそびを 

したり、元総社地区保健推進員会さんと元総社地区ボランティア連絡会 

さんに託児のご協力をいただき、お母さんたちだけで、クッキングやリフレッ 

シュヨガ、コラージュ作品づくりをしたりしました。 

参加した方からは、「楽しいと勉強になったが両方できました。」「親子 

共々、楽しい時間が過ごせました。」「とても楽しかったので、また参加した 

いです。」といったご感想をいただきました。 

特に、託児に関しては、「託児はとてもありがたかったです。」「託児は 

初めてで不安もありましたが、経験豊富な皆様で安心して預けることが 

できました。」「とても大さわぎした中で、快く預かっていただいて本当に 

感謝しております。」といったご意見をいただきました。 

託児を担当してくださった元総社地区保健推進員会のみなさま及び 

元総社地区ボランティア連絡会のみなさま、ご協力いただき誠にありが 

とうございました。 

また、参加者のみなさま、貴重なお時間のところご参加いただき、誠に 

ありがとうございました。いただいたご意見をもとに、より良い講座となるよう 

努めていきたいと思います。お子さんの年齢が合いましたら、ぜひ来年も 

ご参加いただけますと幸いです。 

【１１⽉３⽇】ぐんまマラソン開催 当⽇の交通規制にご協⼒ください
１１月３日（土・祝）、第２８回ぐんまマラソンが開催されます（主催 群馬県／前橋市／高崎市／上毛新聞社／

一般財団法人群馬陸上競技協会）。地域のみなさまには、給水所運営などの実施にご協力いただくほか、競技時

間中の交通規制などで通行にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 

また、インターネットでは実行委員会の公式サイト（ https://www.g-marathon.com ）で、コースや交通規制区

間の詳細内容を公開しております。ほか、各自治会経由で、今回の１０月１５日号広報に合わせ、交通規制地図の

回覧提供を実施いたします。詳細は、ぐんまマラソン実行委員会事務局までおたずねください。 

●問い合せ ぐんまマラソン実行委員会事務局 （上毛新聞社事業局内） 

（コース・交通規制に関するお問い合せは ０８０－６５０１－００４３、 

大会に関するお問い合わせは ０２７－２５４－４９９２まで、いずれも平日９時～１７時となります。） 

↑ クッキングの回（８/３１）では、簡単に出来るフルーツゼリ

ーや、きなこバナナ、おふスナックなどのおやつを作り、最後

にお子さんと、託児担当のみなさんと一緒に試食をしました。 

↑ 初回のアイスブレイクの回（７/４）です。色彩感覚は、幼

児期の成長に良い刺激となることをテーマに、カラフルなトリ

コットハーフを用いたり、沢山の色のお花紙を使って紙ふぶ

きにしたり、まとめてボールにしたりして遊びました。 

【７月２４日】牛池川緑地愛護会に感謝状が贈呈されました 
７月２４日（火）、前橋市総合福祉会館を会場に、平成３０年度「優良公園愛護会」表彰 

式が行なわれ、牛池川緑地愛護会（女屋 勝男会長）が前橋市公園緑地愛護会連合会 

から市長表彰を受章しました。この表彰は、市の各公園・緑地等において清掃、除草、樹木 

の手入れ等に貢献し、愛護活動に顕著な功績のあった団体及び個人を表彰するものです。 

同会は、元総社北小学校区内の４自治会（２区、３区、４区、問屋町）により、平成２１年 

に結成され、地域を流れる牛池川を中心に、除草・清掃活動に熱心に取り組んできました。 

自然を愛護し、市内の環境美化に寄与されたご活動に敬意を表すると共に、この度の 

表彰をお祝い申し上げます。 
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