第３９巻 第１号(通算４７６号) この手でつくろう 誇れる文化 明るい郷土 南橘

編集･発行 前橋市南橘公民館／南橘市民サービスセンター

371-0042 前橋市日輪寺町１５８ 電話 231-2376 FAX 235-9331

今年度就任されました各町の自治会長さんを紹介します｡
南橘地区にお住まいのみなさんと行政のパイプ役、そして
町づくりの中心となって活躍してくださる各町の会長さんです。
これから１年間お世話になります。

日輪寺町 上細井町 下細井町 北代田町 青柳町 関根町 荒牧町 上小出町
天野
中原
小野里
大宮
山岸
岸
冨澤
新井

川原町
永井
（監事）

龍蔵寺町
鹿村
（会計）

下小出町
角田
（会長）

平成３０年度

南橘町
森島
(副会長）

川端町
金子
(監事）

平成３０年４月１５日
世帯と人口
世帯 １７,９７２世帯
人口 ３９,３５８人
男 １９,１４１人
女 ２０,２１７人
(平成３０年３月末日現在)

町名 自治会長氏名（役職） 町名 自治会長氏名（役職）
上細井町 中原 文男 荒牧町 冨澤 柾夫
下細井町 小野里 清治 日輪寺町 天野 健次
北代田町 大宮 正幸 川端町 金子 正治(監事)
下小出町 角田 雄二(会長) 田口町 飯田 邦彦
上小出町 新井 利幸 関根町
岸 巌
龍蔵寺町 鹿村 良介(会計) 川原町 永井 隆美(監事)
青柳町 山岸 一充 南橘町 森島 文男(副会長)

田口町
飯田

南橘地区自治会長

元気ひろげ体 操 教室 開 催 ！！

第１２回赤城白川まつり開催のお知らせ
赤城白川の細井小横『水辺の楽校』を中心に、上･下流の
河川敷のごみ拾いを実施します。赤城白川の自然に親しみ
ながら環境美化活動に参加してみませんか。
和太鼓のアトラクションや、やきそばの配布も。
みなさんの参加をお待ちしています。
日 時：４月２９日(日・祝) 午前１０時 開会
集合場所:赤城白川｢水辺の楽校｣ (細井小西の細井新橋下流)
駐車場：細井保育所、カインズほか
※駐車場では係員の指示にご協力ください。また、駐車台
数には限りがありますので、お近くの方は車での来場はご
遠慮ください。
問合せ：南橘市民サービスセンター/公民館 電話 231-2376

昨 年 の 様 子
「さくらロードを歩こう」を実施！
４月１日(日)、７２名の皆さんに参加をしていただきま
した。春晴れの中、桃ノ木川沿いの満開の桜の下を歩きな
がら美しい桜の風景を楽しみました。

～か ら だ ス ッ キ リ 楽 ら く～
日 時：５月１７日(木)午前１０時～午前１１時３０分
会 場：南橘公民館１階ホール
持ち物：汗拭きタオル、体操のできる服装
指導者：前橋市文化スポーツ振興財団指導員
申 込：５月１０日（木）までに南橘地区食生活改善推進員
髙橋へお電話ください。 携帯電話 090-4056-6111

フラダンス初心者教室募集！！
日

時：５月１２日(土)２６日(土)
午後１時３０分～午後３時まで
会 場：南橘公民館１階会議室
指導者：塩原綾子 氏(ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ名:ﾘｺ･ｺｱﾘｺﾜﾘ)
費 用：無料
対象：どなたでも
申込方法：お電話ください。電話＆FAX232-6916(塩原綾子)

親子の絆づくりプログラム～赤ちゃんが来た！～
（ベビープログラム）
参加者募集
ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは、「親子の絆づくり」を大切にしながら、
はじめての育児を経験するお母さん同士が喜びや困りごと、
迷いを話し合い、これからの子育てに必要な知識を学ぶ参加
型のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。
日 時:５月１５日２２日２９日、６月５日午前１０時～正午
(毎週火曜日連続４回講座)
会 場:南橘公民館２階和室
対象者:第１子(平成２９年１１月１６日～平成３０年３月
１５日生まれ)とその母親 先着１２組
講 師:前橋市子育て支援課 BP ファシリテーター
参加費:７８５円(テキスト代)※初回に集金いたします。
持ち物:バスタオル、お母さんの水分補給用飲み物
申込み:南橘公民館(231-2376)芳賀公民館(269-6724)富士見
公民館(288-6111)いずれかの公民館にお申込みください。

「のびゆくこどものつどい・ふれあいの広場」開催
「第３４回南橘地区のびゆくこどものつどい・ふれあいの広
場」を５月１３日（日）午前９時３０分から、細井小学校校
庭を会場にして開催する予定です。
現在、参加協力団体がそれぞれに趣向を
こらした楽しいゲームやコーナーを計画し
ていますので、お楽しみに！
なお、雨天の場合は、細井小学校体育館で行います。ご家
族・お友達とお誘い合わせのうえ、お出かけください。
問合せ：南橘公民館 電話 231－2376

南橘リサイクルの会からのお願いとお知らせ
南橘公民館ホールにおいて、衣類・古本・おもちゃ・日用
品（未使用）の無料交換会を行います。みなさん、お気軽に
ご参加ください。もらってくださる方も大歓迎です。
日 時：５月２６日（土）
(受 付)午前９時３０分～午前１０時
(交換会)午前１０時～午前１１時(交換会終了後後片付け)
※汚れのない衣類・未使用の日用品・古本など「どなたか
に活用して使ってもらいたい」という品物がありました
ら提供してください。もらってくださるだけの方も参加
自由です。
問合せ：南橘リサイクルの会 佐藤(電話 234-2720)まで

今月の新刊情報です。
【一般書】
南橘子ども和太鼓の会演奏

福祉体験(車イス体験)

昨年度の様子
のびゆくこどものつどい実行委員会

缶ジュース釣り

南橘地区地域づくり推進協議会からのお知らせ
第１２回南橘地区地域づくり推進大会を盛大に開催
３月１０日(土)南橘公民館ホールに２３０人の方が参加
し行われました。開会行事に続き、なんきつこどもエコクラ
ブ、南橘中･鎌倉中生徒による活動発表、また、５部会の取
り組み報告があり、平成３０年度の事業計画と地域づくり宣
言が採択されました。特別講演では、川原町の小野内科クリ
ニック院長小野久米夫氏に「利根川の変遷～前橋と古利根川
～」の講演をいただきました。

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

ﾌﾟｰさんの鼻
酒の渚
極小農園日記
思想家ﾄﾞﾗｯｶｰを読む
しない美容
夏のかぎ針あみこもの
まるごと鬼ごっこ
ｲﾇの老いじたく
怠惰の美徳

【児童書･絵本】
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
内
日

動物たちは、建築家！
「対人不安」って何だろう？
もしぼくが本だったら
感性の育て方
さよならともだち
超訳こども「ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝの言葉」
辞書びきえほん漢字
ｺｰﾋｰ豆を追いかけて

なんきつこども
エコクラブの活動発表

ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾅｻﾙ
榎本博明
ｼﾞｮｾ･ｼﾞｮﾙｼﾞｪ･ﾚﾄﾘｱ
入江久絵/ﾏﾝｶﾞ･ｲﾗｽﾄ
内田麟太郎
齋藤孝
陰山英男/監修
原田一宏

５月の「おはなし会」を開催

容：絵本の読み聞かせ・紙芝居・おはなし・手遊びなど
時：５月１９日（土）午前１０時３０分～
桃川小読み聞かせの会

休

角田会長のあいさつ

俵万智
さだまさし
荻原浩
仲正昌樹
かずのすけ
Ronique
鬼ごっこ協会
臼杵荒
梅崎春生

館

日

４月１６日（月）２３日（月）
５月 １日（火） ７日（月）１４日（月）

【人権標語】
鎌倉中学校の生徒から寄せられた標語を紹介します。

・思いやり 考えあおう お互いに
・手と手と手 取り合う笑顔の バトンﾀｯﾁ
・やめようね 自分がされて いやなこと
・さしだした その手で誰かが 救われる
・つなげよう 心と心 人と人
・優しさで 咲かせていこう 心の花
南橘中学校の活動発表

地域づくり５部会
の活動報告

鎌倉中学校の活動発表

小野先生の講演

南橘公民館からのお知らせ
南橘公民館職員の人事異動
転 出 者
石田 健一（清掃施設課へ)
小島 美帆（にぎわい商業課へ)
ありがとうございました。
異 動 者
茂木 信彦（南橘公民館副主幹から館長へ）
転 入 者
高橋 義人（上川淵市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰから)
新規採用
佐藤 ひかり
よろしくお願いいたします。

