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令和４年３月１日 

南橘地区の世帯と人口 

世帯１８,５８５世帯 

人口３９,０２１人 

 男１９,０２６人 

女１９,９９５人 

令和４年１月末日現在 

3、4月の住所異動窓口は、大変混雑します 

3、4月は様々なライフイベントにより、住所 
異動窓口は大変混雑します。そのため、混雑 
予想カレンダーをご確認いただき、住民異動 
の届出日、時間帯及び場所の分散化並びに 
新型コロナウィルス感染症予防における３密 
回避にご協力をお願いします。また、臨時窓 
口を開設しますので、ぜひご利用ください。 
詳細は下の二次元コードからご確認ください。 

前橋市ホームページ → 

問合せ＝市民課住民係 
電話：027-898-6106 

 

 

南橘地区地域づくり推進協議会からのお知らせ 

〇恒例行事の今後の予定 
新型コロナウイルスの感染拡大や収束の見えない 

状況が続いていますので、３～４月恒例の次の行事は 
中止します。 
〔中止する行事〕 
・地域づくり推進大会 ・さくらロードを歩いてみよう！ 
・赤城白川まつり 
〇｢さくらマップ｣を作成・配布 
地域探検隊で散策した南橘地区の桜の名所を紹介

したマップを作成しました。 
〔８か所掲載〕  
・桃ノ木川右岸の全長２kmのさくらのトンネル 
・下小出町の滝桜 ・上細井町の八幡山の桜 など 
３月１日に世帯回覧しています。 
また、希望者に南橘公民館で配布しています。 
 

【訂正とお詫び】 
館報なんきつ２月号の記事の中で、第21回前橋市 

社会福祉大会において、表彰された方々のお名前の 
敬称が省略されてしまいましたことを訂正しお詫び申 
し上げます。 
 
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 武春さん、長谷川 文子さん 
青柳町：澁川 好伸さん 
荒牧町：藤川 トシ子さん 

（保護司功労者） 

北代田町：長谷川 誠一さん 

春の青少年健全育成運動 
群馬県及び前橋市では、青少年が年度末・ 
年度始を迎えるにあたり、『県民総ぐるみで次 
代を担う子どもたちの健全育成に取り組もう』 
を推進目標に春の青少年健全育成運動を令 
和４年３月１５日（火）から令和４年４月３０日 
（土）までの期間に行います。 
「おぜのかみさま県民運動」 
を推進し、地域と家庭で子 
どもたちの安全・安心な 
インターネット利用を考え 
ましょう。 
問合せ：前橋市教育委員会 

事務局青少年課 
電話：027-898-5874 

登録型本人通知制度をご利用ください。 
登録型本人通知制度は、代理人や第三者の請求で住民 

票や戸籍謄抄本などが交付されたときに、本人に通知する 
制度です。 利便性向上のため、令和 4年３月１日以降、新 
規登録または登録の更新をする方について、登録期間を３ 
年間から５年間に延長します。この制度を利用するには、事 
前に登録が必要です。詳しくは問い合わせるか、本市ホー 
ムページをご覧ください。 
対象：本市に住民登録をしているか本籍のある人 
申請方法：申込書と官公署発行の顔写真付き身分証明書
などを用意し、市役所市民課へお越しください。郵送の場合
は、申込書と官公署発行の顔写真付き身分証明書の写しが
必要です。 
問合せ：市民課証明交付係 電話：027-898-6114 

【YouTubeで配信中！公民館オンライン講座】 
前橋市公式 YouTubeチャンネルで、公民館 

が作成した料理や運動などの動画を１００本以上
配信しています。動画を見ながら作ったり体を動か
したり・・・おうちで楽しく学べる講座をぜひご視聴
ください。 

前橋市ホームページ → 

おぜのかみさまのチラシ 

南橘地区のびゆくこどものつどい・ふれあいの広場 
中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、 
５月８日（日）に桃川小学校にて開催予定でありま
した標 記 行 事 は「中 止 」となりました。 
ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
問合せ：南橘公民館  
電話：027-231-2376 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南橘分館図書だより〔今月の新刊情報〕 

 【一般書】 
☆人は聞き方が９割          永松茂久 
☆定年前後の手続きガイド 2022  中島典子/監修 
☆ｴｼｶﾙ革命 新しい幸せのものさしをたずさえて  末吉里花 
☆すばらしい人体 あなたの体をめぐる知的冒険  山本健人 
☆暴く者暴かれるﾓﾉ 文書鑑定人の極秘事件ﾌｧｲﾙ  吉田公一 
☆創世の日                江上剛 
☆ＡＩドクターロボット2        小橋隆一郎 
☆残照の頂              奏かなえ 
☆コンビニ兄弟 2          町田そのこ 
☆灰色の評決             犬塚理人 
☆神の王               浅葉なつ 
☆invert               相沢沙呼 

 

【児童書･絵本】 
☆ﾃﾝﾄｳﾑｼのﾐｱ、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄだいさくせん   香川照之 
☆おめんです 3          いしかわこうじ                                                          
☆なぞなぞはじまるよ 3       おおなり修司         
☆かめれおんせん                       林大林                 
☆ねこまたごよみ            石黒亜矢             
☆地球を飛び出せ！宇宙探検       荒松良孝 
☆この指とどけ おはなし SDGｓ    村上しいこ 
☆たんじょうびはｼﾞｪｯﾄｺｰｽﾀｰ     こすぎさなえ 
 
休館日 

3月7日(月)、14日(月)、22日(火)、28日(月） 

《人権標語》 

 （鎌倉中学校の生徒さんから寄せられた標語を紹介します） 

イタイイタイ 悪口はやめてよ 痛いです 

差し出そう あなたがあの子を助ける手 
優しい手 差し伸べてあげよう おもいやり 
見えぬフリ 絶対しない 鋼の意思 
あなたじゃない 誰かが悲しむ その言葉 
ありがとう その一言で 広がる輪 
ひとつだけ 変えのきかない このこころ 
考える 自分の行動と相手の気持ち 
つなげよう マスク越しにも 心の笑顔 
その言葉 ほんとに書いて 大丈夫？ 
みとめ合おう あなたの良い所 私の良い所 
ありがとう 誰もがうれしい その言葉 
育もう 友を助ける みんなの絆 
一人じゃない みんながいつも 味方だよ 
伝え方 受け止め方も 思いやり 
 
（南橘中学校の生徒さんから寄せられた標語を紹介します） 

見えるモノよりも 大切にしよう 見えない心 

その一言で 自分も相手も 絆の輪 
今だからこそ 心の距離を 縮めよう 
いじめダメ しないさせない 見過ごさない 
「やめようよ」 この一言で 命救う 
変わろうよ 相手のために 自分から 
良いとこ見つけ 認め合う 個性は十人十色で輝く 

～OK 思いやり NO いじめ～ 
君の手と その一言が 温かい 
その言葉 相手に言って いいのかな 
先入観 なくしてつなぐ 笑顔の輪 
言動に 責任 持っていますか？ 
気づいてる？ 笑顔のうらの くるしみを 
気をつけよう いじめと冗談 紙一重 
育てよう みんなの個性 認める心 
広げよう 手をとりあって 笑顔の輪 
あなたは 見過ごしています 身近ないじめ 
～人として 責任持った 言動を！！～ 
 

第 22回桜まつり開催のお知らせ 
下小出町自治会（角田雄二会長）及び実行 

委員会（藤井伸一会長）が中心となり、下小出 

町の桃ノ木川桜並木緑地公園（下小出町二丁 

目桃の木川沿い）にて、町主催の「第 22回桜 

まつり」が開催されます。 
期間：令和 4年 4月 2日（土）～4月 9日（土） 

祭典：令和４年 4月 2日（土）、3日（日） 

午前 10時より 

問合せ：下小出町自治会事務所 

電話：027-232-0807（平日午前中のみ） 

 

「笑顔の花いっぱい」プロジェクトを終了します 
沢山ご応募いただきました「笑顔の花いっぱ
い」の展示を 3月 10日（木）をもって終了しま
す。応募総数 77 枚、南橘公民館に沢山の「笑
顔の花」が咲きました。ありがとうございました。 
撤去に伴い、返却を希望する方には作品をお
渡ししたいと思います。希望者は 3 月 10 日
（木）までにお越しください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


