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大間々町人口［令和3.10末日］ (みどり市)

男 8,921人 24,747 (人)

女 9,204人 25,110 (人)

合計 18,125人 49,857 (人)

増減（前月比） △７人 △３８ (人)

世帯数 8,075世帯 21,136(世帯)［大間々公民館HP］

― 多世代交流館は貸し館を再開しています ―
　令和３年９月３０日一杯で、緊急事態宣言が群馬県に
おいても解除され、県独自の警戒度も１０月２２日から
“レベル２”になりました。
　みどり市においても、各施設の利用状況が緩和され、
大間々公民館も貸し館を再開。利用者は徐々に増えてき
ております。
　公民館としましては、皆さんに安心して館を使って
いただくため、今後も感染症対策を進めながら、館を
提供して参ります。
　そのため、各部屋の利用人数が定員の半分という制限は継続します。
　また、入館の際は、マスクの着用、検温、手指の消毒を行っていただきますので、
皆様のご理解とご協力を引き続きお願いします。

ご利用をお待ちしております!!

　１０月２６日現在の多世代交流館近くの工事状況は、次の写真のように
なっています。左が大間々デンカ生コン(株)入口付近から多世代交流館方
向。右が福岡大橋方向の現況です。
　今後も工事の進捗状況を見ながらレポートしていきます。

まゆの会
　１０月１５日(金)から１１月１９日(金)まで、
ソープカービングを行っているサークル「まゆ
の会」の展示会が多世代交流館の交流ギャラリーで行わ
れました。
　色とりどりの石けんが、
日頃習得した技術できれい
な花や果物に変身。石けん
の良い香りも交流館の廊下
一杯に広がりました。

国道１２２号塩原バイパス 工事レポート

ソープカービング展示

　　　　　　　　　　　   多世代交流館一階の交流 
                          ギャラリーは、趣味のサー
                          クルの発表会や団体活動の
                          啓発活動、作品展などに利
                          用いただけるスペースです。
　　　　　　　　　　　　　　「子供たちの作った作品
を見てもらいたい」「取り組んでいるボランティア活動
を紹介したい」そんな方も、ぜひご相談ください。
               　※営利活動や宗教活動には使用できません。

令和７年度開通の予
定。
開通したら多世代交
流館がグッと使いや
すくなりますよ

あ
な
た
の
カ
サ
は
、
大
丈
夫
？

　多世代交流館には傘立
てがあります。写真は10
月末時点です。ここにあ
るカサは全て忘れ物です。
それも、この1ヶ月で急
に増えました。
　当館に来られた方で、
お心当たりの方はいませ
んか？
　大事なカサがあなたを
待っていますよ。

　雨のぱらつく９月２６日の日曜日の朝。
　普段グランドゴルフ等で多目的広場を利用している地
域の皆さんが除草作業をしてくださいました。
　グランドゴルフの大会を控えて、使いやすいコース作
りのためには除草がかかせないと、おしゃべりを楽しみ
ながら楽そうに作業を
されていました。
　とてもきれいに
仕上がりました。
　作業にご参加くだ
さいました23名の
皆さん、ありがとう
ございました。

地域の皆さんで除草作業

～みんなでつくろう公民館～

郷土の画家
遠藤璨果の絵画展示中

妙義幻想
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● 日　　程 
 ①令和３年１２月２５日（土）　 
 ②令和３年１２月２６日（日）
 両日とも午前１０時００分～正午
● 会　　場 
 みどり市多世代交流館
　　　　　　２階　多目的ホール 
 みどり市大間々町塩原３６３番地
● 対　　象
 市内の小学３年生から６年生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所：みどり市大間々町塩原３６３番地
　　                                    　　　　電　話：0277-76-2310（大間々公民館） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話：0277-72-1547（多世代交流館）

　令和3年度のHappy子育ておうえん教室は、
当初、9月17日(金)からスタートする予定で
したが、緊急事態宣言が群馬県でも発令さ
れたことにより、先行きが分からない中、
一ヶ月順延して開催することを決め、参加
者にご理解いただきながら準備を進めてき
ました。
　そして、
9月30日に
緊急事態宣
言が解除さ
れ、晴れて
第1回目の
教室を10月
15日(金)に開くことができました。
　この教室は4回シリーズで、初回は峰岸圭
衣先生による“抱っこでエクササイズ”を

一ヶ月遅れで開催できました!!

　　　　　　『令和３年度 Happy子育ておうえん教室』レポート　　　　　　　　　　　　　　大間々公民館主催　
家庭教育学級

笠懸公民館主催　みどり市市民講座第2講

「起こること全てに意味がある～夢と希望～」受講者募集中！

講師：株式会社インブライズ　代表取締役　金子 勇人 氏

　３度のオルガンコンクール全国優勝経験を持つ笠懸町出身の講師が、海外で音楽事業を行う中
で日本との様々な違いを痛感。
　いくつもの逆境を乗り越えた経験から、これからの時代に必要な考え方を金融経済を交えて語
ります。
　また、オルガン演奏もお楽しみいただきます。

■ 日　時　 １２月１９日（日）１４時００分～１５時３０分
■ 会　場 　グンエイホールＰＡＬ(笠懸野文化ホール）
■ 定　員　 ４８０人　　　■参 加 費　無料
■申込方法　電話・メールまたは笠懸公民館窓口にて申し込み
　　　　　　※申込時に、住所・氏名・電話番号・年代をお知
              らせください。
          　笠懸公民館　０２７７(７６)２２１１  　 kouminkan@city.midori.gunma.jp

メールQR

行いました。
　子育てに忙しい
お母さんが、お子
さんと一緒に体を
動かしながら、ス
キンシップで絆を
深め、育児のスト
レス発散につなが
るようにと企画しました。
　教室が終わると参加者が楽しく会話しながら笑
顔で帰られたのを見て、主催者としてもホッとし
ました。
　次回の開催は11月で最終4回目は来年1月になり
ます。
　今後も公民館だよりの紙面で、レポートを紹介
していく予定です。　

大間々公民館主催の２つの教室

参加者を募集します

親子ではじめる

全2回バードウオッチング

　野鳥とのふれあいを通して豊かなみどり市の自然をより楽しんでいただく
ため、バードウオッチングを企画しました。
　日頃の散歩、キャンプやトレッキングなどのアウトドア、そして自宅のお
庭でも、鳥たちとふれあい、自然を楽しみましょう！

● 開 催 日　
第1回：令和４年１月１６日（日）
第2回：令和４年１月３０日（日）
いずれも午前10時集合（2時間程度）
● 集合場所　
第1回：大間々図書館
第2回：多世代交流館
● 対 象 者　
親または子供がみどり市
在住・在学・在勤者
（子供は小学生以上中学生以下）
● 定　　員
 親子１０組※先着順
 親・子とも複数可。家族みんなでご参加いた
 だけます。
● 参 加 費
 無料（別途1000円前後の材料費が必要です）

● 内　　容
 第１回：座学　みどり市の身近な野鳥
　　　　　　　 野鳥の観察の仕方
　　　　　　　 バードウオッチングのマナー　など
　　　　 野鳥観察（高津戸ダム周辺散策）
 第２回：野鳥観察（多世代交流館付近）
　　　　 木工工作（エサ台or巣箱づくり）※選べます

● 定　　員 
 ①,②とも各２０名(先着順)
● 参加費用 
 無料
● 持ってくる物
 書道道具(筆、すずり、
下敷き、文ちん、 書き初め用紙、新聞紙)
※書き初め用紙は各自多めに用意してくだ
さい。（公民館で書き初め用紙の用意はで
きません）
● 申込期間
 令和３年１２月１日（水）から
 令和３年１２月２０日（月）まで
● 申込方法
学校で配布された申込書に記入のうえ、大
間々公民館の窓口に直接お申込みくだ
さい。（メール、ＦＡＸはお受けできませ
ん）  

● 講　　師　
 水野博晶さん 竹内寛さん（日本野鳥の会）
● 申込期間
　令和３年１２月５日（日）から
  令和３年１２月２８日（火）まで

※申込時間は、
午前９時から午後５時まで

お申し込み・お問い合わせ

　新年の伝統行事である書き初め
をすることで、書道を通して創造
するたのしみや異年齢の交流をす
ることを目的として「書き初め教
室」を開催します。
　お正月を迎える前に、冬休みの
課題にもなる書き初めをしてみま
せんか？！

　みどり市連合婦人会主催の「第16回みどり
市父の日大会」作文の募集が行われ、市内の
小中学生の作文６０２点が応募されました。
　そのうち、各学校の代表として選ばれた作
品３９点を婦人会の皆さんが全て真剣に読み、
最優秀賞９点、優秀賞１７点が選ばれました。
　作品では、日頃の家族の様子が生き生きと、
時にはユーモラスに、思い思いの「お父さん
の教え」「尊敬するところ」などが描かれ

第16回 みどり市
父の日大会 作文 

ていました。
　例年であれば、ながめ余興場を会場に父の
日大会が開催され、入賞した作文の朗読や表
彰が行われますが、残念ながら今年は昨年に
引き続き、新型コロナウイルス感染症対策の
ため中止となりました。
　なお、入賞作品は群馬県第６４回群馬県父
の日大会作文のみどり市代表として提出され
ました（県の大会も中止となりました）。

お父さんに送る
「ありがとう」


