第 368 号

強戸だより１
強戸だより１
令和 2 年 11 月 15 日号

ｘ
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開館時間（土日祝を除く）午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

しめなわ作り講座 参加者募集
【日時】①12 月 18 日(金) または ②12 月 19 日(土) の午前 9 時～
正午 【会場】強戸行政センター 【内容】しめ飾りの作り方を学ぶ
【対象】市内に在住または在勤の方 【定員】①･②各 15 名
【参加費】500 円【持参品】ペンチ､はさみ､座布団(汚れてもいいもの)
【申込み】12 月４日(金)午前９時～9 時 15 分までに､本人が参加費を
添えて､直接行政センターへ。※受付終了時に定員を超えた場合は､即抽選。

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】1 月 20 日～2 月 24 日(毎週水曜日)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】12 月 16 日(水)午前 10 時 30 分～45 分の間に､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。

～～ １５歳以上の知的障がい者等の利用者を募集します ～～
〇活動内容

・ホチキス針の箱詰め等の軽作業（作業量に応じた工賃あり）
・工場見学や公園・外食等に出かける所外活動
・ゴミ拾い等の社会奉仕活動
・レクリエーションや外部講師を招いての機能訓練
・工作、調理実習等の創作活動
※その他様々な楽しい活動をしています。
〇利用時間：９：００～１６：００
〇休所日：土・日・祝日・年末年始・お盆
〇利用料：無料（昼食・お茶等は自己負担）
〇利用資格：１５歳以上の障がい者
〇場所：太田市大原町１１８番地１０ 太田市藪塚しゅんらん地域活動支援センター
〇問合せ先： ０２７７－７８－７２６２（担当：延命） 〇Ｅメール：shunran@iaa.itkeeper.ne.jp
※送迎等はご相談ください。
〇ホームページ：http://www.shunran.or.jp
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藪塚本町中央公民館教室生募集
＊筆ペンで簡単年賀状
日時：１２月１日（火）午前 10:00～正午
定員：１０人

材料費：１００円

申込み：11 月 24 日(火)午前 9：00～9：15 までに参加費を
添えて同公民館へ（定員を超えた場合は、その場で抽選）

＊初心者そば打ち (持ち帰り)
日時：１２月１５日（火）午前 10：00～正午
定員：８人

材料費：６００円

申込み：12 月 1 日（火）午前 9:00～9:15 までに参加費を
添えて同公民館へ（定員を超えた場合は、その場で抽選）

※問合せ

藪塚本町中央公民館

－ 今月の納税 －

℡ ０２７７-７８-５４１１

納期限までの納付にご協力をお願い致します。

◇国民健康保険税 第５期 納期限:１１月３０日(月）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

安全で安心して暮らすことのできる住み良いまちづくりは、地域住
民すべての願いです。犯罪や事故の未然防止について、警察、行政は
無論のこと地域住民全体が、一体となって取り組むことが大切です。
市防犯協会では、地域住民の安全を守るため、各種防犯パトロール
を行っております。
日頃の防犯活動に加えて､１２月１６日(水)夜間に､
年末の事件事故等の未然防止を目的とした歳末一斉防犯パトロールを､
学校周辺･商店･住宅地などで実施します。
なお､防犯灯の維持管理も行っておりますので､防犯灯の不具合に
お気付きの場合は､お住まいの地区の防犯委員までご連絡ください。
【問合せ】市防犯協会事務局
（市役所地域総務課防犯係 ℡４７-１８９９）
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高齢者インフルエンザ定期接種が無料で受けられます!!
ご案内には【自己負担金1,000円】と記載しておりますが､
自己負担金を群馬県が負担します。
対 象 者

実施期間
実施場所

問 合 せ

・６５歳以上の方
・６０歳以上６５歳未満で心臓､腎臓､呼吸器､
ヒト免疫機能に障害をお持ちで､主治医が
判断した方（身体障害者手帳 1 級取得の方
および同程度の方）
令和２年１０月１日～令和３年１月９日
群馬県内及び足利市内契約医療機関（足利市を除く県外医療機関で接種を
希望の方は接種前に申請手続きが必要となりますので、保健センターへお
問い合わせください。
藪塚本町保健センター
０２７７-２０-４４００

確定申告は「ｅ-Ｔａｘ」や「郵送」で！
令和２年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染リスク
を避けるため、ご自宅のパソコンやスマートフォンからの申
告「ｅ-Ｔａｘ」または「郵送」での提出をお願いします。
所得税等の確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で
申告書が作成できます。マイナンバーカード、または館林税務署で発行されるＩＤ・
パスワードをお持ちの方は電子での送信（ｅ-Ｔａｘ）ができます。お持ちでない方
は、作成した申告書を印刷して郵送で提出することができます。

問合せ：館林税務署

０２７６-７２-４３７３

□「強戸かるた」の読み札解説□
もみじ

て

ほうおう

ふたば

も 紅葉照る鳳凰･双葉のゴルフ場
快適なふたつのゴルフ場
八王子丘陵のなだらかで美しい自然を生かした､ふたつのゴルフ場があります。
東には､北金井町･大鷲町･上強戸町･吉沢町にまたがる鳳凰ゴルフ倶楽部が
あり､昭和 48 年(1973)9 月にオープンしました。四季折々に変化する自然と､人
工が見事に調和した美しい庭園風です。
西にある太田双葉カントリークラブは､西長岡町から藪塚地区に広がる美しい
自然と地形の変化を巧みに生かして造成され､昭和 49 年(1974)10 月に開場し
ました。惟喬親王の由来にちなみ､コース名にも京都ゆかりの愛宕･御所之入･天
王等の名が付けられています。
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ごうどじどうかんだより

１１／１５

～

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

１２／１４

♦サロンゆった
【日

★住

♦おはなし会

時】１１／２０(金)

【日

午前１０時３０分～12 時
【対

象】乳幼児とその保護者

時】１１／２７(金)、１２／１１(金)
午前１１時～

【対 象】乳幼児とその保護者

自由参加

自由参加

＊お子さんの手形、足形がとれます

＊手遊び・絵本の読み聞かせなど

♦クリスマス工作

成長の記録にどうぞ…

【日

♦勤労感謝のプレゼント作り
【日

のご案内です

時】１２／５(土)
午前 10 時～12 時

時】１１／２１(土)

午後 1 時～3 時

午前 10 時～12 時
午後 1 時～3 時

自由参加
＊なにを作るかは

自由参加

当日のお楽しみ💛

＊なにを作るかはおたのしみ…

♦YY 広場～合同クリスマス会～

♦おもしろ運動教室
【日

【日

時】１１／２４(火)

午前１０時３０分～

午後４時～5 時
【対

象】年少～小学 2 年生

時】１２／１６(水)

先着 10 名

【対 象】幼児とその保護者

先着 10 組

【持ち物】タオル、飲み物、動きやすい服装

【参加費】200 円

【参加費】無

【受 付】1１／２５(水)～１２／２(水)

【受

料

付】1１／１０(火)～１７(火)

＊親子クラブと合同です

◎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
致します。
※市内の方のみの利用となります。

11／19（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。

