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〇お知らせ
公民館主催教室及び地域づくり協議会事業につきましては、開催時の県の警戒度により中止
または延期になることがあります。

〇敬老会
高瀬地区の７５歳以上の方を対象とし、多年にわたり社会に尽くしていただいた方々を敬愛し
長寿をお祝いする事業です。
今年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、組長さんを通して記念品等を贈らせていただ
きます。
●配布方法
◎９月１９日（日）午前９時から組長さんが組内の対象者宅へ配布します。
※緊急事態宣言中でも実施予定ですが、配布に関してご心配な方は事前に組長までご連絡くだ
さい。
※本人不在でも家族の方がいる場合には、そのご家族にお渡しします。
※当日受け取りができない等、ご都合がつかない方は組長まで必ず連絡をお願いいたします。
●記念品の内容
（対象者は７/１現在、昭和２２年４月１日以前生まれで今年度誕生日を迎える方・高瀬地区に住所登録がある方）

◎75 歳以上・・・１,０５４名（内訳＝男４４９名、女６０５名）
①記念品（和菓子：まゆくわ最中、健康最中とも言われています）
②主催者（高瀬地区区長会）からのあいさつ文
③小中学生からのメッセージ
◎８８歳（米寿者） ３２名（内訳＝男 1０名、女２２名）
※富岡市より記念品等が郵送されます。
◎１００歳（百寿者） ２名（内訳＝男 1 名、女１名）
※区長さんから、記念品（毛布）を直接贈呈します。

〇円卓会議 参加者募集します
高瀬地区をもっと好きになれるように、一緒にお話ししませんか。
「円卓会議」は、よりよい地域づくりを進めるための、意見交換の場です。
今年度は、高瀬地区の実態をもとに、理想とする地域の将来像を話し合いたいと思います。
・ 日 時
・ 会 場

① １０月 ２日（土） 午前９時００分から正午まで
② １２月１８日（土） 午前９時００分から正午まで
富岡市役所 議会棟

・ 募集期間 ９月３日（金）から１５日（水）まで
・ 高瀬地区の高校生以上の方を募集します。高瀬地区の将来を一緒に
考えましょう。
・ 申し込み・問い合わせ

高瀬公民館 ☎６２-0074（土日祝日除く）

〇シニア向け！ スマホ活用教室 ＬＩＮＥ（ライン）編
スマートフォンアプリのＬＩＮＥ（ライン）の入れ方、メッセージや画像の送り方など基本操作を学
びます。グループトーク、音声通話やビデオ通話などの便利な機能も紹介します。
離れた家族やお孫さんがきっと身近に！
◇日 時 １０月２０日(水)午後１時半～３時半
◇場 所 高瀬公民館 大会議室（２階）
◇講 師 ＮＰＯ法人ネクストジェネレーション
（指導員２名）
◇参加費 無料
◇持ち物 筆記用具・スマートフォン・飲み物
・マスク・老眼鏡
◇お願い 家を出る前に体温測定、健康状態確認を行ってください（受付時に用紙記入があり
ます）。
◇募集人員 先着１０名
◇申し込み ９月３日（金）から
高瀬公民館 62-0074【土日祝日除く】

〇おしゃれに♪ 秋バージョン 季節の寄せ植え教室
◇日 時

１０月７日(木)
午前１０時００分～正午
◇場 所 高瀬公民館 会議室（１階）
◇講 師 治田 かつ江 さん
◇材料費 ２，０００円（当日集金します）
◇持ち物 移植ごて（シャベル）・軍手・マスク・飲み物・タオル・お持ち帰り用の箱やレジャーシ
ートなど
◇お願い 家を出る前に体温測定、健康状態確認を行ってください（受付時に用紙記入があり
ます）。
◇募集人員 先着８名
◇申し込み ９月３日（金）から２２日（水）まで
高瀬公民館 62-0074【土日祝日除く】

〇健康ウォーク（地域づくり協議会健康増進部会主催）
健康な身体をつくるための歩き方を学びましょう。
終了後、富岡市給食センター見学をしてから給食の試食会を行います♪
◇日 時 １０月２２日(金)午前９時００分～正午
◇講師 健康運動指導士 佐藤 みゆき さん
◇場 所 Yoｋｏｗｏ富岡市民体育館前に直接集合
◇参加費 無料
◇持ち物 マスク・飲み物・動きやすい服装で
◇お願い 家を出る前に体温測定、健康状態確認を行ってください（受付時に用紙記入があり
ます）
◇募集人員 先着２０名

◇申し込み ９月３日（金）から
高瀬公民館 62-0074（土日祝日除く）

〇クラフト小物入れを作ろう！（地域づくり協議会地域交流部会主催）
◇日 時
◇場 所

１０月６日(水)午前９時００分～正午
高瀬公民館 大会議室（２階）

◇参加費 無料 ◇持参品 マスク・飲み物
◇お願い 家を出る前に体温測定、健康状態確認を行ってください（受付時に用紙記入があり
ます）
◇募集人員 先着２０名
◇申し込み ９月３日（金）から
高瀬公民館 62-0074
（土日祝日除く）

〇公民館で映画鑑賞 赤い襷（たすき）ＤＶＤ上映会
世界遺産富岡製糸場の歴史を楽しく学べます
ちょこっと♡
◇日 時 １０月７日(木)
かわいい
午後１時３０分～（上映１時間４０分）
プレゼントつき！
◇場 所 高瀬公民館 大会議室
◇参加費 無料
◇持ち物 うちわ（扇子）・マスク・飲み物
◇お願い 家を出る前に体温測定、健康状態確認を行ってください（受付時に用紙記入がありま
す）
◇募集人員 先着２０名
◇申し込み ９月３日（金）から
高瀬公民館 62-0074（土日祝日除く）

〇９月１２日（日）まで緊急事態宣言が発令されており、公民館は休館中です。
館の職員は勤務しています。

〇社会福祉協議会高瀬支部より
１１月７日（日）に予定されていました、令和３年度チャリティーバザーは中止となりました。

〇高瀬地区地域づくり協議会より
【地域交流部会より】
こども用手持ち花火を希望者児童に手渡ししました。みんな嬉しそうに受け取ってくれました。
【健康増進部会より】９月の健康マージャン予定
９月２５日（土）１３：３０～１５：３０ ※群馬県の警戒レベル 2 以下になった場合のみ実施します

今後の予定事業
コロナ禍で思うように事業が進みませんが感染対策をとって
地域の発展と住民の幸せのために前に進んでいきたいと思います。
健康増進部会
・各地区のいきいき健康教室の支援
・健康ウォークと健康寿命延伸講習会の実施
・毎月第２、４土曜日の健康マージャン
文化財保存部会
・内匠公会堂の石造物と内匠城跡の説明版設置
・わら草履づくり、どんど焼きの開催に向けた検討
地域交流部会
・クラフト小物入れ作り、木工教室の開催
・そば打ち体験の開催検討
備災減災部会
・防災アンケートの集計と結果考察
・防災用具や備蓄品の点検、補充
環境美化部会
・パンジーのプランター植えと配布
・パンジーの各地区への配布と植え付け

〇かぶら文化講座受講生募集
富岡・甘楽４市町村の教育委員会連携による「かぶら文化講座」を開催します。
この講座は、とみおか市民大学校の認定講座になっています。
〇日時・内容・講師・会場・・下表のとおり
〇対象者・・２０歳以上の人

〇受講料

無料

〇定員

富岡市・甘楽郡全体で７０人程度（先着順）

〇申し込み・問い合わせ ９月１日（水）～１７日（金）に生涯学習センター
（電話６２－１５３１）へ電話で申し込み。＊ １講座だけの参加もできます。
回

１

２

日

時

学

習

内

容

１０月 ６日（水）

（開講式）

13：20～15：

豪姫伝承の謎

00

－加賀藩の記録とその伝承－

１０月２０日（水）

おかしんだいねぇ！

13：30～15：

甘 楽 弁 の 世 界

00

知りゃあ知るほど不思議な上州弁

１１月 ４日（木）
３

13：30～15：

撮影を通してみた石垣の郷

講
金沢工業大学

名誉教授 藤島 秀隆 氏

郷土史研究家
熊井戸 良男 氏

４

13：30～15：

富岡製糸場の工女顕彰

00

５

１２月１１日（土）

富岡製糸場と絹産業遺産群

13：30～15：

～渋沢栄一とのかかわり～

15

（閉講式）

開 催 場 所
富岡市
生涯学習センター

甘楽町
甘楽町文化会館

南牧村

写真家
角田 新八 氏

00
１１月１８日（木）

師

龍光寺
副住職 神宮 良弘 氏

群馬県立世界遺産センター
普及調査係主幹 中島秀規 氏

※１０月６日（水）富岡市で開催される第１回講座は「かなざわ講座」を兼ねます。

南牧村活性化センター

富岡市
生涯学習センター

下仁田町
下仁田町文化ホール

〇第４１回群馬サファリ富岡マラソン大会参加者募集
あなたも、走る楽しさとレースの緊 張感を体験してみませんか？世界遺産の富岡製糸場周辺を走るハーフコース
が一押しです！！

【日

時】 １２月１２日（日） 午前８時００分 受付開始

【参加費】 ▼一般＝４,０００円

▼高校生＝１,５００円

【会

場】 高瀬小学校校庭発着

【コース】

ハーフコース・１０kmコース

【その他】 ▼ハーフコースは定員３００名、１０kmコースは定員２００名とさせていただきます。
▼ハーフコースは、２時間３０分以内で走れる人。
また、下記の時間以上かかった人には、その時点で棄権していただきます。
〇１５km地点で１時間４５分以上かかった人。
※足切地点については、変更になる場合等もございますので、予めご了承ください。
▼高校生は、保護者の同意が必要となります。
【参加申込み】９月２１日（火）開始予定
ランナーズのホームページ（ランネット http://runnet.jp）から申し込んでください。
※郵便振替用紙による申し込みはございません。
【申込締切日】１０月２２日（金）終了予定
【問い合わせ先】群馬サファリ富岡マラソン大会事務局
〒３７０－２３４５ 富岡市上黒岩１３７７－１
Yokowo市民体育館内 市民生活部スポーツ課

(６３)６３９２

〇群馬サファリ富岡マラソン大会ボランティアスタッフの募集
多くのランナーが参加するサファリマラソン大会を円滑に進めるため、競技に従事するスタッフを募集します。ぜひ、参加
をお願いいたします！！
【日

時】 １２月１２日（日）午前８時～午後２時

【業務内容】

駐車場係員、給水所係員等

【募集人数】

５０名（高校生以上の方）

【そ の 他】

※配置については、事務局で行います。
【募集期間】

９月２１日(火)～１０月２２日(金)

①当日は、昼食を用意します。②スポーツ傷害保険に加入します。
③ボランティアのため報酬はありませんが、記念に大会オリジナルスポーツタオルを差し上げます。

【問い合わせ・申し込み】富岡市市民生活部スポーツ課内 群馬サファリ富岡マラソン大会事務局 TEL：６３－６３９２
FAX：６３－６２１４

