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生ごみの水切り習慣をつけてください!!

清掃センター

からのお知らせ

このままだとごみが処理できなくなります!
□問合せ□
生ごみの水切りをしっかりと！
問合せ ３１－８１５３
市民の皆さまのご協力をお願いします！(太田市清掃センター）

資源ごみ分別のため､リサイクル倉庫もご利用ください
また､強戸行政センタ
ーのリサイクル倉庫に
布団 が出されていま
した!!!
リサイクル倉庫に出
空缶
せるのは､新聞･雑誌･書籍･段ボール･雑紙(ざ
つがみ)等の紙類のみです。ひもで縛る､きっ
ちり袋につめて封をするなどして､きちんとま
とめた状態で出してください。
最近は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため､学校等の資源回収が行われず､リサイクル
倉庫の利用が大変多くなっています。ルールを守って､整理･整頓にご協力ください!!!

布団

親子リズム遊び講座 参加者募集！
【内容】ピアノ伴奏や楽器のリズムに合わせて､親子で楽しく遊ぶ。
絵本の読み聞かせや季節の工作もあります。
【日時】10 月 14 日～11 月 18 日(毎週水曜日･全６回) 午前 10 時 30 分～
11 時 30 分 【会場】強戸行政センター 【対象】市内に在住または在勤の親と、
歩行ができる子～未就学児 【定員】８組 【参加費】300 円(講座初日に集金)
【申込み】９月 29 日(火)午前 10 時 30 分～45 分の間に､本人(親)が直接行政センター
まで。※受付終了時に定員を超えた場合は､即時抽選。
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～事業者の方へ～

太田市金券の換金手続きについて

市民の皆さまには、太田市金券を広くご利用いただきありがとうございます。
以下はご協力くださっている事業者の方へのお知らせになります。
強戸ふれあいセンターで行っていた太田市金券の換金手続きは､
は､令和 2 年 4 月以降は取り扱わないこととなりました。
今までふれあいセンターを利用されていた事業者の方々
にはご不便･ご面倒をおかけしますが､強戸行政センター
までお越しいただくか､市内の他の換金場所をご利用くだ
さいますよう､お願いいたします。

－ 今月の納税 －
納期限までの納付にご協力ください。

◇固定資産税(都市計画税含む)
第３期
◇国民健康保険税
納期限:９月３０日(水)
収納課
４７-１８２０
※市税の納付は簡単･便利な口座振替で！
詳しくは

４７-１９３６ 収納課･管理係まで

強戸地区子育てサロン
｢ひよこ｣だより
子育てサロン｢ひよ
こ｣は､新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため､
当面の間お休み

当面の間お休み

させていただきます。
再開の際には､『強戸
だより』でお知らせします。

強戸地区民生
児童委員協議会

ＧＰＳ端末の貸出を行います
認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者
等のご家族に対して、行方不明となった時に位置情報
を取得できるＧＰＳ端末の貸し出しを行います。
【対 象 者】市内に住民登録があり、以下の条件を両方とも満たす方
(1)認知症又はその疑いがあり､行方不明になるおそれがある高齢者
（若年性認知症含む）を介護している家族
(2)行方不明発生時に位置情報を取得し､高齢者を迎えに行くことが
できる方
【利 用 料】月額 1,000 円を市に納付していただきます。
※専用の靴等の装着品を希望される場合は、別途費用がかかります。
【申請方法】印鑑をご持参のうえ､長寿あんしん課窓口にて申請してください。
【端 末】サイズ：縦 45.5 ㎜×横 38.5 ㎜×厚さ 11.9 ㎜ 重さ：30ｇ
【問合せ】長寿あんしん課 地域支援係 TEL:０２７６-４７-１８５６
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太田市議会報告会･意見交換会開催！
～ ワークショップに参加しませんか？ ～
暮らしやすい太田市について､議員と一緒に考えてみましょう。
【日時】１１月６日（金）午後６時３０分～８時３０分
【会場･テーマ】太田行政センター
「災害対策について」
九合行政センター
「子育てについて」
鳥之郷行政センター 「ごみ対策について」
【対象】市内在住の人 【定員】各会場 ２０人 ※定員を超えた場合は抽選
【締切】１０月９日（金） 【申込方法】電話､ＦＡＸ､郵便､電子メール
① 氏名 ②住所 ③電話番号 ④参加したいテーマの会場名（第２希望・
第３希望があれば､その会場名）をお知らせください。
【申込先】太田市議会事務局 〒３７３-８７１８ 太田市浜町２番３５号
TEL:０２７６-４７-１８０６ FAX:０２７６-４７-１８６０
e-mail otagikai@mx.city.ota.gunma.jp

太田市ファミリー･サポート･センター会員募集
太田市ファミリー・サポート・センターは「援助を受けたい人（おねがい会員）」と「援助がで
きる人（まかせて会員）」が会員となり、センターを通じて育児の助け合いを行う制度です。
●活動内容 ・一時的な子どもの預かり（原則、まかせて会員の自宅で預かります）
・保育施設や学童などへの送迎
・病児､病後児の預かり など
●有償のボランティア活動です（おねがい会員の利用料は１時間
５００円～、まかせて会員の報酬は１時間８００円～）
●活動に際しては、補償保険に加入しています
興味のある方は､太田市ファミリー・サポート・センター（新田庁舎内）まで
電話：０２７６-５７-２８２２

□「強戸かるた」の読み札解説□
はちまんしゃ

にった つねよし

は 八幡社ごうどの始まり新田經義
｢ごうど｣の起こりと八幡社
東は金山西麓､北は八王子丘陵の尾根､西は烏川を境とし､南が鶴生田に
よくや
接する広い沃野が､古くからの合土(ごうど)です。平安時代末頃､この地に新田
ごうど
義重の五男･経義が居を構え､姓を額戸氏と名乗りました。宗家源氏にならっ
て八幡社を祀ったのが､現在下強戸にある鎮守八幡社の始まりです。
ごうど村の沿革は､室町時代の文書に｢額戸｣や｢合土｣｢かうと｣などの記述が
見られますが､江戸時代前半には｢強戸｣になっていました。明治 22 年(1889)
に町村制が敷かれるとともに､成塚･西長岡･菅塩･北金井･強戸･寺井･天良
の 7 か村と太田町の一部を統合して強戸村となり､昭和 32 年(1957)､当時
の太田市と合併､太田市の強戸地区となりました。
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ごうどじどうかんだより

９／１５

～

所

太田市石橋町８４２－１

★電

話

３７―７７７３

★開館時間

午前 9 時 30 分～午後 6 時 15 分

★休 館 日

日曜日・月曜日・年末年始

１０／１４

♦サロンゆった
【日

★住

のご案内です

♦ＹＹ広場～運動会グッズ作り

時】９／１８(金)

【日 時】９／30(水)

午前１０時３０分～12 時
【対

象】乳幼児とその保護者

午前 10 時 30 分～
【対 象】幼児とその保護者

自由参加

先着 10 組

【参加費】無 料

＊お子さんの手形、足形がとれます
成長の記録にどうぞ…

【受 付】９／16(水)～23(水)
＊10 月の運動会に向けて製作をします
親子クラブと合同です

♦敬老の日のプレゼント作り
【日

時】９／19(土)午前 10 時～12 時
午後

１時～３時

♦作ってあそぼう
【日 時】10／10(土)

自由参加

午前 10 時～12 時

＊おじいちゃん、おばあちゃんに

午後 1 時～3 時

メッセージを送ろう！

♦おはなし会
【日

＊なにを作るかは当日のお楽しみ…

時】９／２５(金)、１０／９(金)
◎児童館からのお知らせとおねがい◎

午前１１時～
【対

自由参加

新型コロナウイルス感染予防対策のため、

象】乳幼児とその保護者

来館時にはマスクの着用をお願いします。

自由参加
＊手遊び・絵本の読み聞かせなど

また、当面の間

館内では昼食・おやつは

食べられませんのでご理解、ご協力をお願い
致します。

♦おもしろ運動教室
【日

時】９／２９(火)午後４時～5 時

密にならないよう気を付けながら仲良く遊び

【対

象】年少～小学２年生

ましょう。

先着 10 名

【持ち物】タオル、飲み物、動きやすい服装

※市内の方のみの利用となります。

【参加費】無 料
【受

付】９／15(火)～22(火)

＊楽しくからだを動かそう！

９／１７（木）は館内ワックス清掃のため、
午前中は使用できません。

講師の先生が来てくれます。

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため行事など変更、中止になる場合があります。
＊各種行事の申し込みは、本人または保護者の方が申し込みをしてください。

