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平成３１年３月１５日
南橘地区の世帯と人口
世帯 １８,０８４世帯
人口 ３９,２７３人
男 １９,１２０人
女 ２０,１５３人
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南橘地区地域づくり推進協議会からのお知らせ
３月２日から「田口菜」の摘み菜を開始
昨年１０月に蒔いた種が元気に育ち、３月２日(土)に、４０人程の田口菜プロジェクト会員やエコクラブの子ども
達が集まり、摘み菜講習会に続いて、菜摘みを楽しみました。柔らかくて美味しそうな菜っ葉を袋いっぱいに摘んで
いました。

開

会

摘み菜講習会

摘み菜の様子

４月の主な行事予定
〇さくらロードを歩いてみよう
〇橘山ヤマザクラ観桜会
〇赤城白川まつり

３月３１日(日) 予備日４月７日(日)
４月１３日(土)
４月２９日(月･祝)

行事の詳細は、南橘公民館(電話 231-2376)担当:須田にお尋ねください。

健康チャレンジ教室
健やかな生活を営むための筋力･持久力･柔軟性･調整
力を向上させ、みなさんの健康づくりの手助けをします。
日時:平成 31 年 4/23、5/21、6/25、7/23
8/27、9/10、10/29、11/26、12/17
1/28、2/4、3/24
主に第４火曜日 午後２時～３時
会場･対象･人数:南橘公民館ホール 近隣の方 各２０名

～国保・後期高齢者医療に加入の皆様～
毎年定期的に健診を受けましょう！
人間ドック健診費の助成も実施します。
□毎年忘れずに健診を受診し、ご自身の健康状態を確認
しましょう。５月に発送する受診シールで無料にて受
診できます。
かかりつけ医などでお早めに受診してください。

内容:ストレッチ・ウォーキング・ダンベル 他

□人間ドック健診費の一部を助成します。

指導者:市民体育館職員

■受付期間・場所

参加経費:無料

申込方法:開催日に直接会場にお越しください。
問合せ:一般財団法人 前橋市まちづくり公社
(ヤマト市民体育館)前橋市上佐鳥町４６０－７
電話２６５－０９００

南橘ボランティアの会

会員募集

ボランティアに興味のある方、ぜひご一緒に活動しましょう！
活動日：定例会（偶数月の第一火曜日）、行事の日
会 費：1,200 円（年間）その他
活 動 内 容：創春館通所者との話し相手、南橘子育て教室の託
児ボランティア、地域行事への参加
問合せ：目黒（電話 233-8258）まで

第１次：４月１０日（水）～１３日（土）
※各支所の受付は１２日（金）までとなります。
第２次：６月５日(水)～１２月２７日（金）
保健センター、各支所（大胡・宮城・粕川・富士見）
その他、詳細は「広報まえばし」３月１５日号でお知らせします。
問合せ先
国保人間ドックについては
国民健康保険課 保健指導室 電話２２０－５７１５
後期高齢者人間ドックについては
同 課
医療給付係 電話８９８－６２５３

なんきつ子どもエコクラブ活動報告
①７月２７日 身近なものでエネルギーづくり！
②８月 ３日 白川探検隊①水生生物・水質調査
川の生き物を調べよう
③８月１７日 白川探検隊②水生生物・水質調査
身近な川の生き物を観察しよう（雨天中止）
④８月２５日 群馬県子どもエコクラブ学習会 参加
⑤１０月６日 田口菜の種まきをしよう
⑥１２月１日 リサイクル工作～牛乳パックで魚釣り～
⑦１月１２日 群馬県子どもエコクラブ交流会 参加
⑧３月 ９日 南橘地区地域づくり推進大会 参加
１年間いろいろな活動を
一生懸命がんばりました！

Ｈ31 桜まつり開催のお知らせ（下小出町）
下小出町の桃ノ木川桜並木緑地公園にて、町主催
の「第 21 回桜まつり」が開催されます。
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、ちょうちん（200 個）、テントを
準備し、皆様のご来場をお待ちしております。
期間：３月２７日（水）～４月１０日（水）
問合せ：下小出町自治会事務所
(平日午前中のみ)電話 232-0807 まで

４月７日（日）は群馬県議会議員選挙の投票日です
投票時間：午前７時～午後７時（一部投票所を除く）
投票日に仕事や旅行などで選挙に行けない場合は、
「期日前投票」をご利用ください。
【期日前投票期間】
３月３０日（土）～４月６日（土）
市役所 １階市民ロビー
午前８時３０分～午後８時

平成３０年度 第３９回
南橘地区ミニバスケットボール大会結果報告

４月１日（月）～４月６日（土）
各支所・各市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
・前橋プラザ元気２１ ３階
午前９時～午後８時

【前橋市の各選挙の投票率】
選挙執行日
H26.12.14
H27.4.12
H27.7.5
H28.2.14
H28.7.10
H29.2.12
H29.10.22

選挙名
衆議院議員総選挙(小選挙区)
群馬県議会議員選挙
群馬県知事選挙
前橋市長選挙
参議院議員通常選挙(選挙区)
前橋市議会議員選挙
衆議院議員総選挙(小選挙区)

投票率 （うち 期日前投票）
50.22% (10.79%)
42.13% (8.82%)
28.91% (6.30%)
30.97% （6.77%）
46.80% （12.45%）
43.62% (10.81%)
49.77% (18.07%)

大事な投票
忘れずに！

シーズンの締めくくりとして、２月１１・２３日に地
区予選及び決勝リーグを行いました。栄えある優勝旗を
手にしたのは、関根町ミニバスケットボールチームです。
また、閉会式では各チームから優秀選手・敢闘選手が
選ばれました。
【平成27年4月12日群馬県議会議員選挙における南橘地区の投票状況】
優 勝
関根町ミニバスケットチーム
準優勝

青柳町ミニバスケットチーム

第３位

下細井町ミニバスケットチーム

第４位

北代田町ミニバスケットチーム

第５位

上小出町ミニバスケットチーム

第６位

龍蔵寺町ミニバスケットチーム

第７位

上細井町ミニバスケットチーム

第８位

日南ミニバスケットチーム
主催：南橘地区青少年健全育成会
南橘地区子ども会育成会連絡協議会

投票所名
当日有権者数
4,676人
45 細井保育所
3,419人
46 下細井町自治会公民館
2,946人
47 下小出児童館
3,185人
48 上小出町公民館
2,629人
49 南橘市民サービスセンター
4,792人
50 南橘中学校
2,594人
51 桃川小学校
4,004人
52 荒牧小学校
3,077人
53 荒牧小学校
1,674人
54 敷島浄水場
※期日前投票、不在者投票を含みます。
※前回の県議会議員選挙の状況を記載しております。

投票者総数
1,817人
1,407人
1,256人
1,189人
969人
1,701人
1,113人
1,643人
1,306人
760人

投票率
38.86 %
41.15 %
42.63 %
37.33 %
36.86 %
35.50 %
42.91 %
41.03 %
42.44 %
45.40 %

南橘分館図書だより〔今月の新刊情報〕
【一般書】

【児童書･絵本】

☆結局どうすればいい感じに雑談できるようになるんですか？

川島達史 ☆ぜったいにさわっちゃダメ？

ビ ル ･コ ッ タ ー

☆疲れないパソコン仕事術

小枝祐基 ☆にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん

うえだしげこ

☆ゴーン・ショック！

渡邉哲也 ☆ちゅんたろうのしょうがっこうたんけん

田島かおり

☆８０歳のマザーグース

桐島洋子 ☆ことばハンター

飯間浩明

☆次の人、どうぞ！

酒井順子 ☆ようこそ！葉っぱ科学館

多田多恵子

☆頑張らない台所

村上祥子 ☆ねこのつけしっぽ

吉田愛

☆睡眠薬その一錠が病気をつくる

宇多川久美子 ☆さくらもちのさくらこさん

岡田よしたか

☆あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと

辰巳渚

若林文高/監修

４月の「よみきかせ会」を開催

☆元素キャラクター図鑑

休館日
日時：４月２０日(土)午前１０時３０分～
３月１８日(月) ３月２５日(月)
内容：絵本の読み聞かせなど 桃川小学校読み聞かせの会 ４月１日(月) ４月８日(月) ４月１５日(月)

