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令和元年５月１５日
南橘地区の世帯と人口
世帯 １８,１６８世帯
人口 ３９,２２８人
男 １９,１１８人
女 ２０,１１０人
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『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１８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。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。

月 日
１日 （土）

イ ベ ン ト 内 容
わりばしで『 てっぽう 』 を作ろう 水餃子作り

６月 15日 （土） 追跡ハイク他、やきそば

７月

22日 （土）

モンキーロープ遊び他、
やきそば

６日 （土）

しので『 てっぽう 』 を作ろう 、流しそう め ん

スポーツチャンバラ(予定)
ホットドッグづくり
８月
ペットボトルロケットを作ろう
31日 （土）
TONTONすいとん
17日 （土）

９月 ７日 （土） リサイクル工作、山菜おこわ
前橋市地域包括支援センター南橘からのお知らせ
地域包括支援センター南橘では、主に高齢者の総合相
談、介護予防、権利擁護、地域とのネットワーク作り等
を行っています。どなたからでも相談をお受けします。
現在主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士など 8
名の専門職が一人ひとりの相談に連携して支援をしてい
ます。前橋市は現在市内 12 ヶ所の圏域に分け、圏域ごと
に地域包括支援センターを配置しています。
電話、訪問、来所など、どのような形でも対応できるよ
うに相談体制を整えております。

運 営：社会福祉法人みずほ会
住 所：前橋市関根町 668
特別養護老人ホームせきね園 1 階事務所
営業時間：平日 8：30～17：30 電話：027-235-3577
相談料：無料

回
1
2

日時

内容

講師(敬称略)

開級式＆親子で楽しむ運動遊び

こねこクラブ

7月11日（木）

保育所へ行こう！

南橘保育所

10:00～12:00

リズム遊び、ふれあい遊び

保育士

6月10日（月）
10:00～12:00

会場
南橘公民館
ホール
南橘保育所

3 8月21日（水） 貝がらリースづくり（材料費1000円～） 花工房 Ohana 南橘公民館
夏らしいインテリアを手作りしよう‼
若井由美さん ホール
★ 10:00～12:00
9月26日（木）
南橘保育所
保育所へ行こう
南橘保育所
4
10:00～12:00

運動会

保育士

10月17日（木）

メディアの使い方
未就園児から幼児期にかけての
親子でのメディアとの関わり方を考えよう

青少年課
講師

5
10:00～12:00
★

南橘公民館
ホール

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:上表のとおり(★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。
申込み: ５月２７日(月)午前８時３０分から開始
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。

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)
「健康増進法の改正を受け、6 月 15 日（土）以降
喫煙所を廃止し、公民館敷地内は全面禁煙といたします
ので、ご理解とご協力をお願いします」

南橘地区地域づくり推進協議会からのお知らせ
〇「第１３回赤城白川まつり」に大勢が参加
〇「第３回橘山ヤマザクラ観桜会」を開催
４月１４日(日)、１００人を超える皆さんの参加
をいただき行われました。
花見には少し早い様子でしたが、大正琴、オカリナ、
アコーデイオンの演奏に、皿回しや南京玉すだれの
妙技も参加し、楽しい「山の音楽祭」でした。

「山の音楽会」楽器演奏に
合せみんなで合唱

数本のヤマザクラは
きれいに咲いていました

４月２９日(月)、10 連休にも関わらず、こども
から大人まで大勢の皆さんに参加していただきま
した。開会式に続き、和太鼓の演奏で場を盛り上
げていただいた後、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ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄされま
した。清掃作業お疲れ様でした。
清掃作業お疲れ様でした

「南橘こども和太鼓の会」の演奏

ごみ拾いのスタート

○橘山自然観察会を開催します
橘山（田口町と旧北橘村の境にある里山）の自然を観察しながら散策してみませんか。
参加は無料で、事前申込不要です。
日
時 ５月１９日(日) 午前９時～（小雨決行）
集合場所 橘山駐車場広場（田口町地内）
※北関東循環器病院の南を西へ入った所です。
行事の詳細は、南橘公民館

２３１－２３７６へ

南橘リサイクルの会から「交換会」開催のお知らせ
今回の衣類・古本等の無料交換会は、南橘町自治
会の「第２集会室」をお借りして行います。
なお、会場が狭いため、大きい物、がさばる物、
大量の持ち込みは、お控えください。
また、当日は、集会室入口で会員が品物を受取り
ますので、手渡しできるようにまとめてください。
期 日：５月２５日（土）
受 付：午前 9 時 30 分～10 時
交換会：午前 10 時～11 時の予定
場 所：南橘町第２集会室
問合せ：南橘リサイクルの会
佐藤 (電話 231-5157)まで
～館報なんきつ（4/15 号）掲載記事の訂正とお詫び～
南橘リサイクルの会の問合せ先電話番号に誤りがあり
ましたので訂正してお詫び申し上げます。

南橘分館図書だより〔今月の新刊情報〕
【児童書･絵本】

【一般書】
☆はればれ、お寿司
☆帝国ホテル建物物語
☆境界の日本史
☆この利く大人のひとこと目
☆なんとなく不調なときの生薬と漢方
☆人生は美しいことだけ憶えていればいい
☆生！池上彰×山里亮太深読みニュース道場
☆夢を釣る

嵐山光三郎
植松三十里
森先一貴
齋藤 孝
工藤孝文
佐藤愛子
池上彰
佐伯泰英

☆数字でわかる!からだのびっくり図鑑
☆大渋滞
☆どうぶつたちのうた
☆あるくくま
☆そこつ長屋
☆そらまめくんとおまめのなかま
☆かみそりぎつね
☆ねえねえパンダちゃん

休館日
５月２０日(月) ５月２７日(月)
日時：６月１５日(土)午前１０時３０分～
６月１０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 ６月３日(月)
６月の「おはなし会」を開催

藤本幸弘
いとうみく
二宮由紀子
谷川俊太郎
野村たかあき

なかやみわ
いもとようこ
西村敏雄

