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平成３０年９月１５日
南橘地区の世帯と人口
世帯 １８，１５８人
人口 ３９，４１９人
男 １９，２０５人
女 ２０，２１４人
(平成３０年８月末日現在)

FAX235-9331

南橘地区市民運動会のお知らせ
日時:平成３０年１０月２１日(日) 午前８時１５分入場･整列 会場:前橋市立南橘中学校校庭
※まえばし赤城山ヒルクライム大会及び前橋まつり開催のため、開催日が例年より遅くなっています。
競技種目:★玉入れ★障害物競走★つな引き★各町対抗ボール渡しリレー★パン食い競争
★みんなでジャンプ★小学生町別対抗リレー★年齢別町別対抗リレー★各町対抗むかで競走
など競技多数です。また、競技以外にも八木節、南橘中学校吹奏楽部の演奏、フォ－クダン
ス、だんべえおどり、細井小学校鼓笛の演奏が予定されています。
詳しい競技種目や時間は、各世帯へ配布されるプログラ
至渋川
ムをご覧ください。
桃
木
（広報まえばし 10 月 1 日号と一緒に配布されます。）

市民運動会の会場及び駐車場案内図
南橘公民館、青柳町公民館、ＪＡ南橘支所、青柳郵便局
が駐車場ですが、数に限りがありますので、車でのご来場
はなるべくご遠慮ください。大島整形外科医院は休日当番
医のため駐車できません。群馬銀行前橋北支店、フレッセ
イには駐車できません。また、JA 南橘支所 ATM 前と集荷
場への駐車は、利用者の妨げになりますので、絶対にしな
いでください。
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南橘公民館第１･第２和室のｴｱｺﾝに関するお知らせ
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南橘公民館発掘調査及び建替え工事の進捗状況

８月２８日(火)、建替えに
伴う発掘調査が終了しました。
今回の発掘調査で古墳時代
の竪穴住居跡１軒等が確認さ
れました。建替え工事は近日
中に始まる予定です。
南橘地区文化祭中止のお知らせ
(更地に戻りましたが駐車場
発掘調査が終了した
建替え予定地
前月号でお知らせしたとおり、今年度の南橘地区文化祭は、 としては利用できません。)
南橘公民館駐車場入口の閉鎖に関するお知らせ
南橘公民館建替えに伴う発掘調査及び建替え工事により会場
南橘公民館ホール側(図書館側)の駐車場入口は、建替え
の確保が困難なため、中止となります。
工事が終了するまで(未定)閉鎖しています。期間中は南橘
団地側入口をご利用ください。公民館駐車場が満車の場合
第１９回南橘地区老人クラブ連合会主催
は、臨時駐車場をご利用ください。

南橘公民館第１･第２和室のエアコンは故障中のため、使用
できません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力
をお願いいたします。
※エアコンは使用できませんが、部屋の利用はできます。

輪投げ大会結果
～関根町Ａチームが優勝の栄冠!!～

８月６日(月)、南橘公民館ホールにて１１町２０チームが参
加し、白熱した大会が開催されました。上位２チームは市老
連主催の大会に出場しました。出場チーム及び大会関係者の
みなさん、ご協力ありがとうございました!!

優 勝
準優勝
第三位

関根町Ａ
青柳町Ａ
荒牧町Ｂ

郷土料理教室開催のお知らせ
昔から地域でよく食べられていたお料理を作ってみませんか
日時:１０月２６日(金)午前９時３０分～午後１時頃
受付は午前９時１５分から
会場:南橘公民館１階調理実習室
内容:田舎太巻き寿司など
ひな祭りや家庭の行事の際に作られていた料理ですよ
材料費:４００円(材料費の一部。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
申込み:１０月１６日(火)までに
南橘地区食生活改善推進員 髙橋
携帯０９０－４０５６－６１１１

南橘公民館敷地内の除草作業を行いました
南橘公民館利用文化団体連絡協議会の会員による、公民
館敷地内の除草作業を８月５日(日)に行いました。暑い中、
早朝から参加していただいた会員の皆様、ありがとうござ
いました。
次回は９月１６日（日）
午前７時から行いますので、
ご協力をお願いいたします。
南橘公民館利用文化団体連絡協議会

南橘地区地域づくり推進協議会からのお知らせ
○菜の花(田口菜)の種まきを行います
10 月 6 日(土)午前 9 時 30 分から田口菜ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの種まき体験を行います。
「菜の花会員」や「なんきつこどもｴｺｸﾗﾌﾞ」も参加する活動ですが、ご興味のある方は南橘公民館
(電話 231-2376)へお問合せください。
※小雨決行(実施が不明なときは午前 8 時～午前 8 時 30 分の間に南橘公民館へお問合せください。)

○地域探検してみよう！(関根町･南橘町)
ふるさと再発見を目的に「地域探検隊」活動を行います。第 6 回の今年で南橘地区１４町を一巡します。
とっておきのﾎﾟｲﾝﾄを一緒に歩いてみませんか！
日時：10 月 13 日(土)午前９時～午前 11 時 30 分(予定) 集合：午前 8 時 45 分 関根町片原公園駐車場
※小雨決行(実施が不明なときは午前 7 時 30 分～午前 8 時の間に南橘公民館へお問合せください。)
申込み：10 月 5 日(金)までに南橘公民館(電話 231-2376)へ直接または電話で。小学 3 年生以下は保護者同伴でお願いします。
持ち物：飲み物、雨具 参加費：無料(傷害保険は主催者で加入します。)
主なﾎﾟｲﾝﾄ：関根町(赤城神社、金剛寺、関根発電所、県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)→各自、車で移動→南橘町(町の今昔)

○地域活動ﾎﾟｲﾝﾄ制度登録会員の皆様へ
地域活動ﾎﾟｲﾝﾄを保有している方に、ﾎﾟｲﾝﾄ還元についてご案内いたします。
○ﾎﾟｲﾝﾄは、次年度以降に繰り越すことができます。したがって、「いつまでに還元しなければならない」というものではありません。
○還元ﾒﾆｭｰは大きく分けて 2 つです。
(1)「商品と交換」…下記（商品交換ﾒﾆｭｰ）の商品と交換可能です。→この場合「１ﾎﾟｲﾝﾄ 100 円程度」として計算します。
(2)「団体への助成金(寄付)」…地域づくり協議会や Ｍｻﾎﾟ登録団体に対し、ﾎﾟｲﾝﾄ数に応じた「助成金」を市から交付します。(１ﾎﾟｲﾝ
ﾄから)今回は、９月 28 日(金)までに手続きをすませていただくと、10 月中に団体に助成金を交付します。（次回は平成 31 年 2 月下
旬を申請期限とし交付する予定です。）→この場合「１ﾎﾟｲﾝﾄ 200 円」として計算します。
※どちらの場合も、還元したﾎﾟｲﾝﾄ数はご自分の累計ﾎﾟｲﾝﾄから差し引かれます。
商品交換メニュー
使用ﾎﾟｲﾝﾄ：5 ﾎﾟｲﾝﾄ→図書ｶｰﾄﾞ 500 円分、QUO ｶｰﾄﾞ 500 円分、Q のまち共通商品券 500 円分、ころとんｼｬｰﾍﾟﾝ、ころとんﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、
ころとんﾌｧｲﾙ 2 冊、ころとんぬいぐるみｽﾄﾗｯﾌﾟ
使用ﾎﾟｲﾝﾄ：10 ﾎﾟｲﾝﾄ→図書ｶｰﾄﾞ 1,000 円分、QUO ｶｰﾄ”1,000 円分、Q のまち共通商品券 1,000 円分、ころとんﾀｵﾙ･ﾒﾓ帳ｾｯﾄ
○還元の申請方法
(1)「まえばし地域活動」専用ｳｪﾌﾞｻｲﾄから直接申請(URL:http://www.maebashi-chiiki.com/bpoint/top/) QR コード⇒
(2)「まえばし地域活動・国保健康ﾎﾟｲﾝﾄ還元申込書」による申請
申込書を作成の上、前橋市役所 2 階生活課または南橘市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに提出してください。
（申込書は南橘市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰにも用意してあります。）
問合せ：生活課地域づくり係(電話 898-6510)･南橘市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ/公民館(電話 231-2376)

南橘地区子ども会書画展の入賞者のお知らせ
８月２５日(土)２６日(日)の２日間、南橘地区子ども会書画展が開催されました。２６日の日曜日には、劇団ペルソナ館
によるに演劇「人形館」も併せて実施され、大勢の親子連れが会場に足を運んでくれました。南橘地区の書画展には１,０
４９点というたくさんの作品（書道５２２点･絵画５２７点）の応募がありました。そのうち特別賞･金賞･銀賞･銅賞に２３
８点が選ばれました。その功労を称え、ここに顕彰します。特別賞･金賞は次の皆さんです。（敬称略）

《書道の部》
◇青少年健全育成会長賞 埴田琥珀(関根町) ◇子ども会育成会長賞 佐藤孝汰(川原町) ◇公民館長賞 石川桔平(上小出町)
◇金賞 青木柚希奈 井野遥仁 山口太一 市川莉々華 田中希空 中島陽音 長山史歩 都丸 雅 金澤瑠理 吉田千咲
前田紗有 石原敬葵 佐俣 樹 高橋那瑠 捧 未結 須永結衣 丸山秀太郎 稲葉 慶 山田倖生 稲葉 諒
金井美緒

《絵画の部》
◇青少年健全育成会長賞 樺澤 彩(下小出町) ◇子ども会育成会長賞 武田久遠･結夢･妃華(3 人の合作･北代田町)
◇公民館長賞 林 耕平(青柳町)
◇金賞 狩野和奏 井田幸四郎 石田朔太郎 粕川夏梛 狩野侑季 竹渕紗菜 野村歩未 丸橋美音 中原直太郎
新井悠世 林 湊 白石さら 熊谷碧人 船田慎之助 堀上瑛太郎 小林愛実 平井采奈 古市祥大 田村真大
岡田天音 橋永侑里香

南橘分館図書だより〔今月の新刊情報〕
【一般書】
☆姿勢がいい子はぐんぐん伸びる！
☆ざっくり甲子園１００年１００ネタ
☆１０分間で読める芥川龍之介短編集
☆咳をしても一人と一匹
☆ツキマトウ
☆ホタルの不思議な世界
☆１５０冊執筆売れっ子ライターのもう恥をかかない文章術
☆プロが教える現場に役立つ手書き POP

【児童書･絵本】
碓田琢磨
オグマナオト
芥川龍之介
群ようこ
真梨幸子
サラ･ルイス
神山典士
さとだてゆめこ

１０月の「よみきかせ会」を開催
日時：１０月２０日(土)午前１０時３０分～
内容：絵本の読み聞かせなど 桃川小学校読み聞かせの会

☆大人になってもこまらないマンガで身につく勉強が楽しくなるコツ
☆すいかのプール
☆すなのたね
☆ももとこもも
☆５億年後に意外な結末
☆ふたりはとっても本がすき！
☆ふねのとしょかん

金子大輔/監修
アンニョン･タル
シビル･ドラクロワ
宮崎祥子
菅原そうた
如月かずさ
いしいつとむ

休館日
９月１８日(火) ９月２５日(火)
１０月１日(月) １０月９日(火) １０月１５日(月)

