第３９巻

第２号(通算４７７号) この手でつくろう 誇れる文化 明るい郷土

南橘

平成３０年５月１５日
南橘地区の世帯と人口
世帯 １８,１０７世帯
人口 ３９,４３３人
男 １９,１８４人
女 ２０,２４９人
(平成３０年４月末日現在)

編集･発行 前橋市南橘公民館

〒371-0042 前橋市日輪寺町 158 TEL231-2376

FAX235-9331

「赤城山ろく里山学校」
南橘地区冒険遊び場（田口町）からのお知らせ
皆さまのご協力により「南橘地区冒険遊び場」は開場
から１７年目を迎える事となりました。今年度も楽しい
イベント盛りだくさんで皆さまのご来場をお待ちしてお
ります。開場は６月から９月までの計７回開場予定です。
(年間予定は下表のとおり)
各イベントとも午前１０時～正午までの予定です。
申し込みは不要ですので、ご家族・お友達などお誘い
合わせて直接ご来場ください。
＊雨天など、諸事情により中止または変更の場合があり
ます。
＊活動中の写真を記録します。広報等に使用することが
ありますので、予めご了承ください。
お問合せは南橘公民館 電話２３１－２３７６
月 日

イ ベ ン ト 内 容

２日 （ 土）

わりばしで『 てっぽう』 を作ろう
水餃子作り

1 6 日 （ 土）

追跡ハイク他、やきそば

７日 （ 土）

モンキーロープ遊び他、やきそば

2 1 日 （ 土）

しので『てっぽう』を作ろう、流しそうめん

６月

７月

４日 （ 土）

８月
1 8 日 （ 土）

９月

１日 （ 土）

わりばしで『 てっぽう』 を作ろう
流しそうめん
ペットボトルロケットを作ろう
TONTONすいとん

リサイクル工作、山菜おこわ

南橘地区青少年健全育成会

子育て井戸端サロンに遊びにきませんか
毎日子育てに奮闘中のママ、お子さんを遊ばせながら同じ
子育てママ達とおしゃべりを楽しみませんか？
育児のちょっとした悩みや近隣の公園や施設の情報など先
輩ママの話を聴いてみましょう。
どなたでも参加できます。
日 時：毎月第２、第４月曜日 午前１０時～正午
会 場：南橘公民館 ２階 和室
活動費：一家族(保護者１名子ども１名)年会費２００円
（追加子ども１名につき１００円）
問合せ：２３３－８２５８(目黒)

南橘手話サークルにじの会 会員募集
｢自分の名前を手話で表せたら…」「ありがとう」
「ごめんなさい」はどう表す？ぜひ見学に来てください。
活動日時:毎週金曜日 午後７時から午後９時
活動場所:南橘公民館 会議室他
会

費:年会費２,４００円(月２００円)

問合せ:渡辺 学

電話 090-1854-5803

♪ 親子のふれ合いをみんなで楽しみましょう ♪
対象者:あんよのできる１～３歳児とその保護者
募集定員:２５組
内 容:下表のとおり(☆印の回は託児付き)
参加費:無料 ただし、材料費等が必要な場合
は実費負担となります。(下表参照)
申込み: ６月４日(月)午前８時３０分から受付開始。
南橘公民館(電話 231-2376)へ電話または来館。
（定員になり次第締め切らせていただきます。）
その他:初回は動きやすい服装で、水分補給用の飲み物をお
持ちください。

回
1
2
3

日時

内容

講師(敬称略)

開級式＆親子で楽しむ運動遊び

子育て支援課職員

7月12日（木）

保育所へ行こう

南橘保育所

10:00～11:30

リズム遊び、ふれあい遊びなど

保育士

8月8日（水）

お母さん交流会

10:00～12:00

ママの悩み、喜び、情報等々を共有しよう

7月4日（水）
10:00～11:30

4 8月24日（金）
☆ 10:00～11:30
5
6

会場
南橘公民館
ホール
南橘保育所

市幼児教育センター 南橘公民館

子どもの発達について学ぼう

井上昭子先生

ホール

市幼児教育センター 南橘公民館

子どもの成長について理解を深めよう！

関谷祐貴子先生

ホール

9月12日（水）

寝相アート

ＣＯＣＯ

南橘公民館

10:00～11:30

寝相を可愛く写真におさめよう☆

宮沢亮子さん

ホール

9月27日（木）

保育所へ行こう

南橘保育所

10:00～11:30

運動会

保育士

気軽におしゃれな植物標本をつくろう!!

花工房ohana

南橘公民館

いま流行のインテリア雑貨をつくろう！※材料費等2,000円

若井由美さん

ホール

7 10月18日(木)
☆ 10:00～12:00

南橘保育所

６月１日（金）に特設人権相談所を開設
毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問題、仕事や家庭
内の問題、近隣とのもめ事や悩み事など、人権擁護委員が
相談に応じます。
費用は無料、秘密は厳守します。
日 時:６月１日(金)午後１時～午後４時
会 場:前橋プラザ元気２１(５階学習室)、大胡支所、
宮城公民館、粕川隣保館
申込み:当日会場へ直接お越しください。
問合せ:生活課 電話 ８９８-６２３６

平成29年度
ﾘｻｲｸﾙ庫の回収実績
新聞紙
34,450㎏
段ボール
16,080㎏
雑誌
31,960㎏
紙パック
350㎏
雑古紙
12,980㎏
古着類
10,810㎏
合計
106,630㎏
（前年度比5,750㎏増）

南橘公民館
廃油回収実績
平成22年
1,995㎏
平成23年
2,090㎏
平成24年
2,958㎏
平成25年
2,149㎏
平成26年
2,750㎏
平成27年
2,697㎏
平成28年
2,330㎏
平成29年
2,843㎏

前橋市男女共同参画セミナーを開催します
時:６月２日(土)午後２時３０分開場
午後３時～午後４時３０分
会 場:総合福祉会館 ３階 第１･２会議室
（前橋市日吉町２－１７－１０）
講 師:土提内昭雄(どてうちあきお)氏
㈱ニッセイ基礎研究所 主任研究員
テーマ:「幸せになる働き方～仕事も育児も介護も」
対 象:一般市民(市内在住･在勤･在学)５０名(先着)
受講料:無料
その他:事前申込みにより先着１０名まで１歳～未就学児の
託児が可能です。手話通訳者を配置します。
申込方法:５月２５日(金)までに電話で申し込む。
前橋市男女共同参画センター(電話 027-898-6517)

橘山でヤマザクラ観桜会を開催

日

今月の新刊情報です。
【一般書】

４月２１日(土)、「第２回橘山ヤマザク
ラ観桜会」が行われました。葉ザクラにな
ってしまいましたが、木漏れ日一杯の中、
参加した６０人余りの皆さんは、「さくら
ーず」の大正琴の演奏、「たこっ茶」の南
京玉すだれの演技、「オカリナクラブ響き
」のオカリナ演奏を楽しみました。

赤城白川まつりに５００人が参加

☆ｾﾞﾛから分かる!図解日本酒入門
☆東京から行く!日帰り絶景さんぽ
☆誤嚥性肺炎を自力で防ぐ家族を助ける 50 の方法
☆古事記の謎をひもとく
☆Google ｻｰﾋﾞｽ完全ﾏﾆｭｱﾙ
☆はじめての Amazon Echo
☆人生はおもしろがった人の勝ち
☆勝海舟の罠

山本洋子
JTB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
稲川利光/監修
谷口雅博
桑名由美
ｹｲｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ
萩本欽一
水野靖夫

４月２９日(日)、夏日となった快晴の中、多くの皆さん
の参加をいただき「第１２回赤城白川まつり」が行われま
した。開会式では山本市長を始め、多くの来賓の方にご祝
辞をいただき、さらに南橘こども和太鼓の会の力強い演奏
で場が盛り上がりました。その後、上流･下流に分かれて清
掃活動が行われ参加者には焼きそばがプレゼントされまし
た。毎年の活動の成果でしょうか。今年のごみ量はさらに
減少しました。ご協力ありがとうございました。

【児童書･絵本】
☆ぼくはﾈｺのお医者さん
☆おしりたんてい あやうしたんていじむしょ
☆日曜日の王国
☆びっくり!地球 46 億年史
☆その景色をさがして
☆はるをつかまえたうさぎちゃん
☆たぬきのおやき

東多江子
トロル
日向理恵子
保坂直紀
中山聖子
延原清子
井出幸子

6 月の「おはなし会」を開催
内
日

容：絵本の読み聞かせ・紙芝居・おはなし・手遊びなど
時：６月１６日(土)午前１０時３０分～
桃川小読み聞かせの会

休 館

日

は っ ぴ い健康 ク ッ キン グ

５月２１日（月）２８日（月）
６月 ４日（月）１１日（月）

食生活を見直す第１歩！腸スッキリで超ゲンキ
日

１６ミリ映写機操作を学んでみませんか
１６ミリ映写操作技術認定講習会を開きます。
講習を終了した人には、群馬県共通１６ミリ映写操作技術
認定証を交付します。
内 容:教育メディア総論と１６ミリ映写操作など
日 時:７月２１日(土)午前９時３０分～午後３時
会 場:前橋市総合教育プラザ(前橋市岩神町三丁目 1-1)
対 象:市内在住または在勤･在学の者２０人(先着順)
持ち物:筆記用具、昼食
申込み:７月２日(月)～７月１３日(金)(土･日を除く)に
前橋市総合教育プラザ(電話２３０－９０９４)へ
ご連絡ください。

時:６月２２日(金)午前９時３０分～午後１時頃
（受付は午前９時１５分）
会 場:南橘公民館 １階 調理実習室
内 容:腸内環境を整えるための食事や食生活に関する講話
調理実習及び試食
材料費:４００円（当日集めます）
持ち物:エプロン、三角巾、手拭き用タオル、筆記用具
託 児:有ります
申込み:６月１５日(金)までにご連絡ください。
南橘地区食生活改善推進員
髙橋 携帯 090-4056-6111
または 前橋保健センター 電話 220-5783

