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令和 ２年２月１５日
南橘地区の世帯と人口
世帯１８,１４９世帯
人口 ３９,１００人
男 １９,０３２人
女 ２０,０６８人
(令和２年１月末日現在)
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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
桃ノ木川沿いの桜並木を一緒に歩いてみませんか

「人と環境にやさしい南橘地区」をめざし、活動を続け
ておりますが、今年のさらなる飛躍発展に向けて第１４
回推進大会を開催します。多くの皆様にご参加いただ
きますようご案内申し上げます。
日

時

３月１４日（土）午後２時～５時

場

所

南橘公民館 ホール

推進大会の概要
（１）開会行事
（２）子どもエコクラブ活動レポート
（３）中学生からの活動レポート
（４）各部会からの活動報告
（５）特別講演
演題：自然災害から身を守る
～南橘地区の身近な情報～
講師：前橋市防災危機管理課防災アドバイザー
（６）「南橘地区地域づくり宣言」の採択
※ 車でお越しの方は、公民館南の臨時駐車場または南橘
中学校第２グランド駐車場をご利用ください。

『いきいき教室』参加者募集のお知らせ
『初心者向けのスマートフォン教室』を行います。
スマートフォンの操作が初めての方、これから使ってみよ
うかと思っている方。ひとりで悩まないで、参加してくださ
い。（スマホはご用意いたします。）
①日 時 ３月４日（水）午前１０時～１１時３０分
②場 所 南橘公民館 ２階 多目的室
③募集人数 ２０名
④対 象 概ね６０歳以上の方
⑤受講料 無 料
⑥講 師 ドコモショップ前橋店の方
⑦２月１７日（月）から電話にてお申し込みください。
南橘公民館 電話：０２７－２３１－２３７６

南橘地区老人クラブ連合会
スマイルボウリング大会結果
１月２０日(月)南橘公民館ホールにおいて、スマイ
ルボウリング大会を開催しました。出場チームは、町
内単位でチームを編成し、22 チームの参加がありま
した。
参加者の皆さんはケガもなく、また早朝からご協力
をいただき、ありがとうございました。
優 勝
荒牧町Ａ
準優勝
青柳町Ａ
第三位
荒牧町Ｂ

１

期日

令和 2 年 3 月 29 日(日)または 4 月 5 日(日)
ただし、桜の開花状況によりどちらかの日に
行います。
※ 実施日は、3 月 16 日(月）に決定しますので、3 月 17 日(火)
～23 日(月)･･･土日祝日を除く、8 時 30 分～17 時 15 分･･･
の間に下記問合せ先まで、ご確認ください。
２ 集合時間 午前９時３０分
３ 集合場所 南橘公民館
４ 申し込み ３月２３日(月)までに電話で南橘公民館へお申
し込みください。
ただし、小学３年生以下は保護者同伴でお願
いします。
５ 持ち物等 飲み物、雨具は各自用意してください。
６ 小雨決行 天候が微妙な場合は、午前８時３０分から９時
までに南橘公民館へお問合せください。
７ 問合せ先 南橘市民サービスセンター/南橘公民館
電話 ２３１－２３７６
【コース】全長約４ｋｍ(昨年と同コース)
南橘公民館→菅原神社→関根薬師公園→多嘉橋
→舟戸橋→天神橋→舟戸橋(左岸)→南橘公民館

※ 詳細は回覧チラシをご覧ください。

南橘公民館運営推進委員会 第 2 回会議傍聴のご案内
日
会
定
内
受

時＝３月１６日（月）午後２時開会
場＝南橘公民館会議室
員＝５人（先着順）
容＝令和元年度公民館実施事業について ほか
付＝傍聴希望者の受付は、会議開始３０分前から南橘公民館にて行
います。

南橘地区体育協会 スマイルボウリング大会結果
２月２日、鎌倉中学校体育館において、スマイルボウリ
ング大会を開催しました。出場チームは、町内単位でチー
ムを編成し、小学生の部、一般の部、シニアの部に分かれ
競技を実施。関係者･参加者の皆さん、厳しい寒さの中、
早朝からご協力をいただき、ありがとうございました。
総合成績
優勝 荒牧町
準優勝 北代田町
第３位 龍蔵寺町
小学生の部
優勝 南橘町
準優勝 荒牧町
第３位 下小出町
一般の部
優勝 関根町
準優勝 北代田町
第３位 荒牧町
シニアの部
優勝 田口町
準優勝 龍蔵寺町
第３位 青柳町

《人権標語》
荒牧小学校の生徒から寄せられた標語を紹介します。

やさしくする側 される側

君の言う 言葉一つに 重みあり
いじめなし みんなでつなぐ こころの輪
広めよう みんなの笑顔と ありがとう
協力し 絆深まる 荒牧小
あいさつで 広げていこう 笑顔の輪
友情は うらぎらないで いつまでも
友達は みんなの宝 大切に
ネットでも 嫌なことは 書き込まない
思いやり １００％で いじめゼロ
たすけあう なかまがいれば むてきだぞ
なやみごと 一人でためずに そうだんしよう
ぼくたちが いじめのない国 作りたい
とげとげは こころにささると ぬけないよ
きみとぼく いつでもこころは ノーサイド
やさしさは えがおをひきだす ちからだよ

ありがとう その一言が 笑顔への道
ともだちの 元気と笑顔で パワーアップ
心の明かり ともしてあげよう やさしさで
誉め言葉 笑顔につながる 明るい未来
大丈夫 あなたはひとりぼっちじゃない
私はあなたの味方だよ

してもされても 幸せな気持ち

南橘中学校の生徒から寄せられた標語を紹介します。
自分がされて嫌なことはしない！
自分がして欲しいと思うことをしよう!!（集団で作成）

「だいじょうぶ？」 その一言を 声かけよう
きみとぼく あいさつできたら お友達
やさしさが みんなを守る 味方だよ
笑顔はね みんなを元気に するんだよ
けんかゼロ ニッコリ笑って いい気持ち
ありがとう みんなが笑顔に なる言葉

もう一度 考えてみて その言葉
身につけよう 人を助ける 正しい知識
差し伸べよう 泣いてるあの子に あなたの手
絶対ダメ! ２度と繰り返さない 過去のあやまち
なるべきは 慈愛に満ちた 平和の使い
言われて傷つくその言葉 共有したら何になる？
一歩前へ 勇気で変わる みんなの未来
届くまで 伝え続けよう 自分の想い
見てみよう相手の心 振り返ろう自分の言動
病院で いじめの傷は 治せない
自分から やさしさの輪の 中心に
咲かせよう 僕らの言葉で あの子の笑顔
見逃すな！ 相手の良いとこ！ いじめの現場！
買うならば 恨みじゃなくて 感謝でしょう

登録型本人通知制度をご利用ください

更生保護女性会へのお誘い

桃川小学校の生徒から寄せられた標語を紹介します。

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。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。
問い合わせ先＝市民課証明交付係（898-6114）

前橋地区更生保護女性会南橘支部
☆全国組織のボランティア団体です。
各厚生施設への慰問や見学、援助、及び青少年健全育成の
行事参加を通して学んでいます。
☆年会費 2,000 円をお願いしています。
☆随時ご連絡をお待ちしています。

支部長

ござわ

後沢

直子（232-9941）

南橘分館図書だより〔今月の新刊情報〕
【一般書】
☆希林さんといっしょに！
是枝裕和
☆教養としてのスーツ
井本拓海
☆スッキリ！がってん！ニュートリノの本
遠藤友樹
☆日本史で読み解く日本人
井沢元彦
☆こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群
白濱龍太郎
☆グラフと地図で知るこれからの 20 年 ヴィルジニー・レッソン
☆マンガでわかる投資信託入門
鈴木一之
☆定年後も働きたい。
松本すみ子
☆梅と水仙
植松三十里
☆騒がしい楽園
中山七里
☆捜査一課ドラキュラ分室
吉田恭教
まずはこれ食べて
原田ひ香

【児童書･絵本】

☆明智光秀（小学館版学習まんが人物館）

小和田哲男

☆恋って何ですか？
☆七不思議探偵アマデウス １
☆飛行機のサバイバル ２
☆なんだろうなんだろう
☆やきいもとおにぎり
☆はじめてのドラえもん

河出書房新社編
如月かずさ
ゴムドリ co
ヨシタケシンスケ

みやにしたつや
藤子・Ｆ不二雄

２月の「よみきかせ会」を開催
日時：２月１５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

休館日
２月１７日(月) ２月２５日(火)
３月２日(月) ３月９日(月) ３月 16 日(月）
g 月）

