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令和４年２月１日 

南橘地区の世帯と人口 

世帯１８,６２６世帯 

人口３９,１１６人 

 男１９,０６３人 

女２０,０５３人 

令和３年１２月末日現在 

南橘チャレンジ教室 

12月 18日（土）、「モコモコメリーさん
のクリスマスかざりをつくろう!!」と題し
て、年中～小学生と保護者が参加し、クリ
スマスかざりをつくりました。 

 南橘公民館自主学習グループ見学・体験月間を      
開催いたしますます！！ 

令和４年 ２月８日（火）～３月１１日（金） 
１ 南橘ダンスィングクラブ 社交ダンス 毎週火曜・夜間 

２ 南橘カラオケクラブ からおけ 第２、４水曜・午後 

３ 南橘書道会 書道 月３回 木曜・午後 

４ 南橘七宝焼きマーブル会 七宝焼き 第２、４水曜・午前、午後 

５ 南橘陶芸クラブ 陶芸 第１、３、４土曜・午後 

６ ガールスカウト群馬第３８団 ガールスカウト 月２回 日曜・午前 

７ 南橘歴史友の会 郷土史・日本史 第２，４金曜・午後 

８ 南橘太極拳愛好会 太極拳 毎週日曜・午前 

９ 南橘ボランティアの会 ボランティア 偶数月 第１火曜・午前 

１０ 南橘スマイルコーラス 合唱 月２回、木曜・午前 

１１ 南橘手話サークルにじの会 手話 毎週金曜・夜間 

１２ 寿書道会 書道 第１、２，３金曜・午前 

１３ ヨガ教室 ヨガ 毎週火曜・午後 

１４ 南橘ヨーガクラブ ヨガ 毎週水曜・夜間 

15 南橘リサイクルの会 リサイクル活動 月１回水曜・午前 

１６ 英会話ワルツの会 英会話 毎週木曜・夜間 

１７ 南橘フォークダンスクラブ フォークダンス 月３回土曜・午後 

１８ 拳友会・太極拳クラブ 太極拳 毎週土曜・午前 

１９ さわやかクラブ ストレッチ・フォークダンス 毎週金曜。午前 

２０ キルトの会 パッチワーク 月２回土曜・午前 

２１ 南橘囲碁クラブ 囲碁 毎週金曜・午後 

２２ 南橘ハーモニカクラブ ハーモニカ演奏 毎週木曜・午後 

２３ 南橘水彩会 水彩画 第１、３金曜・午後 

２４ コールたちばな 合唱 月３回月曜・午前 

２５ 南橘ヒナヒナ・フラグループ フラダンス 毎週木曜・午後 

２６ こねこクラブ 子育て 毎週水曜・午前 

２７ 前橋ハイキングクラブ ハイキング 月２回水曜・夜間 

２８ 水彩クラブ「ひまわり」 水彩画 第２，４金曜・午後 

２９ 南橘の自然観察と環境を守る会 環境学習 随時 

３０ みずきの会 一般教養 第３火曜・午前、午後 

３１ 前橋おもちゃの病院 おもちゃの修理 第２日曜・午前 

３２ 着付け華結びの会 着付け・マナー 月２回金曜・夜間 

３３ 南橘体操クラブ 健康づくり 毎週水曜・午前 

３４ ピースコーラス コーラス 第１，２金曜・午前 
第２、４月曜・夜間 

３５ 南橘地区九条の会 憲法の学習・講演会等 月１回土曜・午後 

３６ 南橘笑いクラブ 笑いヨガ 毎週木曜・午前 

３７ まむれ太鼓 和太鼓 毎週土曜・午後 

３８ スポーツ吹き矢 スポーツ吹矢 月２回 
火曜・午前、金曜・午後 

３９ ぶらり南橘 歴史・文化 第２水曜。夜間 

４０ 西馬音内踊り保存会 秋田の盆踊り 月２回、木曜・午後 

※今年度は、コロナ禍のため活動が減っている場合もありますので、興味のあるグループ

予定を南橘公民館（027-231-2376）までお問い合わせください。また、南橘公民館

にチラシと各グループの紹介をファイルにして設置しておりますのでいつでもご覧くださ

い。各グループの紹介は、公民館の北奥の壁にも貼ってあります。 

※コロナ感染拡大した場合、中止になる事があります。ご了承ください。 
 
 
 

「南橘すくすく子育て教室」活動報告 
昨年10月から月1回で様々な講師をお
迎えして活動中です。 

 
 

 

 

10/22 
ハロウィン異文化交流会  

 

11/18 
幼児安全法講習会 

12/17 
クリスマス異文化交流会 

1/21 
笑いヨガ 

南橘保育所のみなさんが、勤労感謝の日
を記念してお花とカレンダーを届けてくれ
ました。（11/18） 
 
 
 
 
 
 
                桃川小の２年生                

が町たんけんで                

公民館に来てくれ
ました。（12/1） 

  これからも利用                
してください。             

                    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南橘分館図書だより〔今月の新刊情報〕 

 【一般書】 
☆Googleとトヨタの比べる仕事術 マルコ社/監修 
☆サスティナブルに暮らしたい    服部雄一郎 
☆60歳からのヨガ入門     中井まゆみ/監修 
☆上には上がいる。中には自分しかいない    武田真治 
☆「半導体」のことが一冊でまるごとわかる。   井上伸雄 
☆体にいい煮込みおかず        斎藤奈々子 
☆神よ哀れみたまえ          小池真理子 
☆R.I.P               久坂部羊 

☆木曜日にはココアを        青山美智子 

☆ミチクサ先生 上下        伊集院静 

☆小説私の東京教育大学       真木和泉 

 

 

【児童書･絵本】 
☆地下鉄のサバイバル １        ゴムドリ CO 
☆だいとかいのおばけずかん         斉藤洋                                                          
☆ほねほねザウルス 25 ｶﾊﾞﾔ食品株式会社/原案.監修         
☆北上政子                        野村朋弘/監修            
☆ バ ス に の る ひ       はせがわさとみ             
☆王さまのお菓子          石井睦美 
☆ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝとさばくのたから     やなせたかし 
☆やっぱりじゃない！       チョーヒカル 
☆ﾎﾟｹﾓﾝをさがせ！あたらしいぼうけん    姫野よしかず 
休館日 

2 月 7 日(月) 14 日（月）、21 日(月)、 
28 日（月） 

南橘地区保健推進員会長大森雪江さんが表彰されました  
 
平成21年から保健推進員として活躍され平成25年
からは保健推進員協議会の理事や幹事に就任し、協
議会運営にも尽力している等、行政と地域の 
パイプ役として熱心に活動して 
いることを評価されて表彰され 
ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会福祉協議会より受賞 

《人権標語》 
（荒牧小学校） 
 
けんかだめ みんななかよく 平等に 
やる前に やっていいかを 考えて 
しょんぼりと 元気がない子 はげまそう 
友達の すてきな心 見つけよう 
大切な 友だち大事 宝物 
ぼくたちは 一人にしないよ いつまでも 
その言葉 言っていいのか 考えよう 
ありがとう 友情むすぶ その言葉 
心の声 笑顔とあいさつ つながるよ 
誰にでも 話してみよう 自分から 
忘れない 会話の中にも 思いやり 
優しさは いじめをなくす 第一歩 
笑顔の輪 みんな楽しく 笑ってる 

 
（細井小学校） 

 
「やめようよ」 一つの勇気で 広がる「和」 
いろんな「好き」 みとめ合える 君が好き 
あいさつは 笑顔を作る 第一歩 
たった 1人でも すすんでたすけにいく けんかはしても 
あいてをきずつけない いじめはだめ！！ 
心やさしく ことばやさしく みんななかよく すごそうね  
みつけよう みんなのすてき ひとつずつ 
人を傷つける人は 人じゃない 

第 21回前橋市社会福祉大会において  
南橘地区から５名の方が表彰されました 
（民生児童委員功労者） 

北代田町  船津 武春 
               長谷川 文子 

青柳町    澁川 好伸 
荒牧町    藤川 トシ子 

（保護司功労者） 

北代田町  長谷川 誠一 

明治安田生命保険相互会社共催事業 

「睡眠」と「健康」の知恵袋 
参加者募集のお知らせ 

 眠りたくてもなかなか眠れない、年齢ととも 

に眠りが浅いなど睡眠のお悩みはありません 
か？眠りと健康の意外な関係や、よい睡眠をと 
るためのポイントをご紹介します。 

日時：３月１５日（火）午前 10時３０分～正午 

会場：南橘公民館１階ホール 

講師：明治安田生命保険相互会社 社員 

対象：市民（市内在住）  

定員：２０名（先着順）  

受講料：無料 

申込：２月２５日（金）までに南橘公民館へ直 
接、またはお電話にてお申込みください。 

問合せ：南橘公民館 前橋市日輪寺町１５８  
電話０２７－２３１－２３７６ 

【お願い】 
※会場では必ずマスクを着用して手指消毒を
お願いします。 
※新型コロナウイルス感染症予防のために、
体調がすぐれない方の出席はご遠慮させて
いただきます。 
※コロナ感染の状況によっては急遽、中止と
なる場合があります。その際には市ホームペ 
ージやお電話にてご連絡します。 


