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沼田市国際 交 流協会 講 演会

生活 協同組合コープぐんま

「日本の学 校ってこんなところ」
市国際交流協会では、利根
沼田地域在住の外国人の皆さ
んに日本の学校教育とその良
さ、母国との違いを知ってもら
うための講演会を開催します。
とき １月 24 日（日）午後２時（午後１時
20 分受け付け開始）
ところ テラス沼田５階議場（Waltz ホール）
講師 堤恵理子さん（元公立小学校教諭）
対象 どなたでも
定員 50 人（先着順）
参加費 無料
申込み １月４日（月）
から電 話で市国 際 交
流協会事務局へ
問合 せ 市国際 交流
協会事務局（企画政策
課内）☎内線４０３５

本市と生活協同組合コープぐんま（桐生市相生町）は、
子どもや高齢者、介護が必要な人、障がいのある人など、
手助けを必要とする皆さんが安心して暮らせる地域づくり
を目的に、協定を締結しました。
協定締結日 11 月 18 日（水）
協定の概要 県内 11 万世帯へ毎週食材を中心に各戸
配達している生活協同組合コープぐんまが、市内におい
て商品配達などをする際、異変および不審なことに気付
いたときに、市（地域包括支援センター）に通報を行う
問合せ 社会福祉課社会係☎内線３１０２

横山市長
（右）と中村隆夫理事長
（左）

災害時における避難場所の使用などに関する協定を締結
本市と谷川ドライビングスクール
本市と㈱サンポウ（薄根町）は、
利根川で洪水が発生し、または発 （薄根町）は、利根川で洪水が発
生し、または発生する恐れがある
生する恐れがある場合に、洪水浸
場合に、洪水浸水想定区域外に位
水想定区域外に位置する「㈱サン
置する「敷地内駐車場・教習コース」
ポウ駐車場」
（薄根町 4470-1）を
指定緊急避難場所として使用する （薄根町 3348）を指定緊急避難場
所として使用することができるよう、
ことができるよう、協定を締結しま
協定を締結しました。
した。
協定締結日 11 月 26 日（木）
協定締結日 11 月 26 日（木）

横山市長
（左）と大竹圭介社長
（右）

問合せ 地域安全課防災
安全係☎内線４０２２

本市とシンエネルギー開発㈱（久
屋原町）は、地震などの災害が発
生し、または発生する恐れがある
場合に、同社が供給可能な電気の
無償供給や、本社施設（久屋原町
335-10）の一時避難所としての使
用、保有物品の貸し出しなどがで
きるよう、協定を締結しました。
協定締結日 12 月 16 日（水）

横山市長
（左）と髙橋伸也社長
（右）

●指定緊急避難場所とは 洪水などの災害による危機が切迫した状況において、住民の生命の安全確保を目
的として緊急的に避難する場所として位置付けるもの
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TOPICS

生方記念 文 庫企画展

地 域見守り活動に関する協定を締 結

㈱サンポウ／㈱ 谷川「 谷川ドライビングスクール」／シンエネルギー開発 ㈱

横山市長
（左）と平井良明会長
（右）

TOPICS

1010567

「美しい北毛の山々」写真と短歌のコラボレーション Vol.４
＜企画展＞
とき 休館日を除く、１
月 16 日（土）から３月 28
日（日）までの午前９時
30 分～午後５時
ところ 生 方 記 念 文 庫
（上之町 199-1）
内 容 谷川岳・三国山・
武尊山・尾瀬・赤城山など、
北毛の山々を歌った短歌
と山の写真を展示します。
生方たつゑをはじめ、江口
きちや若山牧水の歌と写真もコラボレーションしました
観覧料 110 円（団体割引などがあります）
＜企画展の関連行事＞
①ミニコンサート
「愛すべき故郷～美しい自然と山々～」
とき １月 23 日（土）午後２時～３時
内容 ソプラノ：鷹野恵さん、伴奏：今川寿美さん

歴 史 資料館 第 10 回企画展

1010505

「 親日国トルコの礎 山田寅次 郎」

定員 30 人（先着順）
参加費 110 円
②ワークショップ「山型鍋つかみをつくろう！」
とき ２月 13 日（土）午後２時～３時
講師 布遊び工房 スリーハート M さん
定員 10 人（先着順）
参加費 800 円
③短歌朗読「生方たつゑ、江口きち、若山牧水～北毛
の山を詠う～」
とき ３月６日（土）午後２時～３時
内容 朗読：須藤恵さん（声楽家）
、若山牧水の短歌
こせきゆうじ
に古関裕而さんが曲を付けた「白鳥の歌」も歌います
定員 30 人（先着順）
参加費 110 円
－ 上記①～③共通事項 －
ところ 旧日本基督教団沼田教会紀念会堂
申込方法 電話または直接生方記念文庫へ
問合せ 生方記念文庫☎ 22-3110

歴 史 資料館 古文書 初心 者連 続 講座

1010506

「 沼田城破却記を読む」

沼田藩代々家老職の次男として生
まれた寅次郎は、人生の前半をトル
コで過ごし親日の礎を築く一方、後
そうへんりゅう
半は茶道宗 徧 流八世家元として宗
はらん
徧流中興の祖といわれました。波瀾
万丈に満ちた 90 歳の生涯をたどり、
魅力ある生きざまを紹介します。
開催期間 １月９日（土）から２月
９日（火）までの午前 9 時 30 分～午後 5 時
休館日 水曜日、1 月 12 日 ( 火 )
観覧料 220 円 ( 団体割引などがあります）
【特別講演会】
とき ２月７日 ( 日 ) 午後１時 30 分～３時
ところ テラス沼田１階多目的スペース
演題 祖父・山田寅次郎の思い出の箱を開けてみたら
講師 和多利月子さん（山田寅次郎の孫）
定員 100 人（当日先着順）
参加費 無料

『沼田城破却記』をテキスト
に、沼田城の変遷やその背景を
学ぶ初心者対象の講座です。
とき・ところ 下表のとおり
講師 藤井茂樹さん（群馬県立
文書館文書調査員）
対象 原則５回受講できる人
定員 30 人（先着順）
受講料 無料（教材費は実費負担）
申込み １月 14 日（木）から電話、またはファ
クス（23-7566）で歴史資料館へ
問合せ 歴史資料館☎ 23-7565

問合せ 歴史資料館☎ 23-7565

※曜日は全て日曜日。時間は全て午前 10 時～ 11 時 30 分

スポーツイベントの中止

とき

ところ

第１回 １月 24 日 テラス沼田４階防災会議室 402・403
第２回 ２月 14 日 歴史資料館企画展示室（テラス沼田２階）
第３回 ２月 28 日 歴史資料館企画展示室（テラス沼田２階）
第４回 ３月 14 日 中央公民館３階第１講義室
第５回 ３月 28 日 テラス沼田４階防災会議室 402・403

市民室内ソフトテニス大会、ぬまた駅伝大会
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