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発行 強戸行政センター 〒373-0002 太田市菅塩町 345 番地 TEL 37-4979 FAX 40-5010
開館時間（土日祝を除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

リサイクル倉庫はルールを守ってご利用ください！
強戸行政センターでは､限りある資源を有効活用するため｢リ
サイクル倉庫｣を設置しています。最近､回収できないものが出
ていたり､倉庫内が乱雑になっていることが少なくありません。
ご利用にあたっては､ルール―とマナーを守って頂けますよ
う､ご協力をお願いいたします。
先日､ソファーが置かれて
いました。回収不可の粗大
ごみは､清掃センターに直接
持込むか､清掃センターに個
別回収を依頼してください。
詳しくは清掃センターまで。
３１-８１５３

出せるもの

紙資源リサ
イクル倉庫

その他プラ
スチック・
ペットボトル
倉庫

○ダンボール
○新聞 ○雑誌
○雑紙(ざつがみ：菓子箱･ティッ
シュの箱･カタログ･メモ用紙･カレン
ダー・トイレットペーパーの芯･封筒･
ハガキなど)
空ビン･空缶は
出せません！
○ペットボトル
○その他プラスチック
○廃食用油（一般家庭で出た植
物油に限る。ラードなどの動物性
油脂や､エンジンオイルなどの鉱物
油は除く）

出

し

方

新聞･雑誌･書籍類 …種類･大きさをそろえ、ひもで○
○縛ってまとめて下さい。
ダンボール …緩衝材(発泡スチロール等)は
○取り除き､つぶして縛ってまとめて下さい。
雑紙 …ひもでまとめるのは難しいので､紙袋
○につめて口を閉じる､雑誌にはさむなどして
○出して下さい。※書道の半紙は出せません。

ペットボトル …キャップとラベルを外して中をす
○すぎ､乾かしてからつぶして青色ネットに入れて下さい。
その他プラスチック …白色トレイ･ペットボトル以外の容
○器･包装類で、
マークのあるものです。中身を使
○○○ ○○○○○ い切り､汚れを落として下さい。
廃食用油 …天かすなどを取り除いてから、ペットボトルや
○油の入っていた容器に入れてフタをしかっり閉め、倉庫
○内の回収BOXに入れて下さい。未使用の油は、元の容
○器のままでも結構です。

今年度の特定健診は集団会場日程をすべて中止します
中止日程：１１月の全５日程（２･４･９･11･16 日の各保健センター等会場）
特定健診は医療機関にて受診してください。
問合せ：国民健康保険課
４７-１８２５
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ブラックベリー（木いちご）のフルーツソースづくり
【日時】12 月２日（水）午前 10 時～12 時 【会場】
強戸行政センター【対象】市内に在住または在勤の方 【定
員】１０人 【参加費】500 円（材料費）【持参品】スリ
ッパ･三角巾(またはバンダナ等)･エプロン 【申込み】11
月 18 日(水)午前 10 時～10 時 15 分までに､本人が参加
費を添えて行政センターへ。※受付終了時に定員を超えた
場合は、即時抽選。

← 熟す前のブラックベリー。これからだんだんと実が黒っぽくなります。
当日は夏に収穫して冷凍保存しておいた実を使用します。

狂犬病の予防注射（集合注射）を中止します
９月以降に延期を予定していた集合注射については、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止します。しかし飼い主には､年に 1 回飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさ
せる義務がありますので､12 月 31 日までに動物病院等で注射を受けてください。
【持参する物】
狂犬病予防注射通知書(市に登録があり､今年度未接種犬の飼い主へ発送)
※診察料は動物病院によって異なります。
※群馬県獣医師会加盟動物病院以外で注射を受けた場合は、
市役所で「注射済票」の交付を受ける必要があります。
【問合せ】環境政策課
４７-１９５３

｢借金無料相談会｣
を開催します
日 時:１１月１４日(土)
13:30～16:00
会 場:九合行政センター
ふれあいホール
対象者：群馬県内在住の方（個人）
概 要：弁護士または司法書士によ
る債務整理相談､生活再建相談､
保健師などによるこころの悩み
相談
申込み(事前予約制)：太田市消費
生活センター(市役所２階)窓口
又は電話で。 ３０-２２２０
（受付時間 9:00～16:00）
※ 相談は借金解決への第一歩で
す。ひとりで悩まずにご相談
ください。

避難所の開設状況をリアルタイムで確認！
災害時に市避難所開設状況サイトから
次の情報をお知らせします。

① 避難所の開設状況
②避難所の混雑状況(６段階で表示)
③現在地から近い順に避難所を表示
※スマートフォン等の位置情報機能を活用します。
※避難所までの経路は､道路状況(冠水等)を考慮して
いません。
太田市避難所開設状況サイトはこちらから↓

https://ota.hinanjo.dmacs.jp
注意）フューチャーフォン（ガラケー）では閲覧できない

ことがあります。

問合せ:災害対策課

４７-１９１６
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令和２年度太田市プレミアム金券の
購入希望申し込み受付中
１１月１０日(火)まで（消印有効）に往復はがきに必要
事項（下図のとおり）を記入して､商業観光課プレミアム
金券係へ郵送により申し込み。
購入資格…９月 25 日時点で太田市に住民登録がある 18 歳以上の
世帯の代表者 ※ 世帯とは､住民票の単位のことです。
● 購入条件…１世帯あたり１通の申し込みに限ります。
●

※ 世帯で２通以上の申し込みや必要事項の記載がないものは無効です。
● 販売数…１世帯あたり４冊まで購入できます。※ 購入できるのは１回のみです。

問い合わせ: 商業観光課 📞４７-１８３３
往信面

宛先

返信面

裏

返信面

使 用 期 限：令和 3 年 9 月 30 日まで
使用可能店舗：市内約 1400 店
※太田市金券取扱加盟店（市ホームページ参照）

往信面

宛先

販売額：1 冊 5 千円（1 世帯 4 冊まで）
※1 冊は 500 円券が 15 枚(7,500 円分)です。

□「強戸かるた」の読み札解説□
にったぼり

裏

こがね

さと

に 新田堀黄金の郷に秋祭り
新田堀
桐生市広沢町を起点に渡良瀬川から水を引き､八王子山公園の南を通っ
て治良門橋駅の南で蛇川を越えると､長堀と名前を変えます。さらに寺井町､
新田小金井町を横切り､生品神社の先まで伸びている灌漑用水です。
いつ開削されたのかは不詳ですが､室町時代後期の文書の記述から､この
頃には利用されていたことがわかります。昔は水争いもたびたび起こり､農民に
とって死活にかかわる重大な存在でした。今でも､地域の農耕のために重要な
堀です。

ごうどじどうかんだより

１０／１５

～

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

のご案内です

♦お花を植えよう
【日 時】１１／１３(金)午後４時～

時】１０／１６(金)
午前１０時３０分～12 時

【対

所

１１／１４

♦サロンゆった
【日

★住

【対 象】小学生又は幼児とその保護者
先着 10 名

象】乳幼児とその保護者
【参加費】無

自由参加
＊お子さんの手形、足形がとれます

【受

料

付】10／31(土)～11／７(土)

＊花壇に季節の

成長の記録にどうぞ…

お花を植えよう❁

♦おはなし会
【日

時】１０／２３(金)、１１／１３(金)

【日 時】１１／１８(水)

午前１１時～
【対

♦YY 広場～さんぽ～
午前１０時３０分～

象】乳幼児とその保護者

【対 象】幼児とその保護者

自由参加
＊手遊び・絵本の読み聞かせなど

♦おもしろ運動教室
【日

時】１０／２７(火)午後４時～5 時

【対

象】年少～小学２年生

先着 10 名

【参加費】無

先着 10 組

料

【場

所】ぐんまこどもの国

【受

付】1１／４(水)～１１(水)

＊現地集合・解散となります
親子クラブと合同です

【持ち物】タオル、飲み物、動きやすい服装
【参加費】無 料
【受

付】１０／13(火)～20(火)

＊楽しくからだを動かそう！

◎児童館からのお知らせとおねがい◎
新型コロナウイルス感染予防対策のため、
来館時にはマスクの着用をお願いします。
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

♦ハッピーハロウィン Days
【日

時】１０／２９(木)、３０(金)

致します。
※市内の方のみの利用となります。

あいことばをいってみよう
いいことがあるかも…(^^♪

10／15（木）は館内ワックス清掃のため、
午前中は使用できません。

◎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。

