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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

藪塚本町中央公民館教室生募集
＊シニア向け 頭と体の体操教室
日

程

内

筋トレで基礎代謝をアップ

容

筋力アップ体操・パート１
１回目 ･２月 １日
２回目 ･２月 ８日 (月) 頭の体操で脳を活性化！
筋力アップ体操・パート２
３回目 ･２月１５日
【定員】2０人

脳トレで脳を活性化

【時間】午後 1：30～3：30

【参加費】無料【申し込み】１月２１日(木)午前 9：00～
電話で中央公民館へ※定員になり次第終了
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため､延期や中止となる場合があります。

※問合せ

藪塚本町中央公民館

℡ ０２７７-７８-５４１１

─ 今月の納税 ─

納期限までの納付にご協力をお願いいたします。
◇市県民税
第４期
太田市役所 収納課
２月１日（月）納期限です。
◇国民健康保険税 第７期
４７-１８２０
※市税の納付は簡単･便利な口座振替で！
詳しくは
まで

４７-１９３６ 収納課･管理係
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令和 3 年(令和 2 年分) 市･県民税申告及び確定申告のご案内
感染症対策のため､会場の集約等の変更を行い実施します。ご理解･ご協力をお願いします。

◆ 感染拡大防止のため､皆様へのお願い
・e-Tax又は郵送での提出にご協力をお願いします。
・e-Tax又は郵送での提出が困難な方のみ､申告会場に来場されるようお願いします。
・所得税の還付申告は､最長５年間可能です。混雑期間以外での申告をご検討ください。
《 変更点 》
①尾島･藪塚本町庁舎会場は開設しません。
（新田庁舎で､前回の３庁舎合計と同日数を開催）
②イオンモール太田会場では､市･県民税申告は受付しません。
③イオンモール太田会場で､2/1～2/15(土日祝除く)の間､所得税の還付申告のみ受付。

詳しくは､広報おおた1月15日号･2月1日号や市のホームページをご覧ください。
会

場

期

間 （土･ 日曜日､ 祝日除く）

本庁舎

1月28日(木)～2月 9日(火)

(2階ラウンジ)

9時～11時・13時～16時

新田庁舎

2月15日(月)～3月12日(金)

(2階大会議室)

9時～11時・13時～15時30分
2月 1日(月)～2月15日(月)

イオンモール太田

9時30分～15時

(2階イオンホール)

2月16日(火)～3月15日(月)
9時30分～15時

《問い合わせ》◆確定申告・e-Tax 館林税務署
◆市・県民税申告 市民税課

□「強戸かるた」の読み札解説□
にったはら

るい

受付内容
市･県民税申告のみ
市･県民税申告及び
所得税確定申告
還付申告のみ
所 <今回限り開設>
得
税 確定申告
(還付申告含む)

℡.0276-７２-４３７３
℡.0276-４７-１９３２

ほこ

にいたはら

る 類のない広さを誇る新田原
新田原
はんらん
せんじょうち
新田原は旧渡良瀬川の氾濫によって形成された土地で､大間々扇状地と呼
ばれています。その広さはみどり市大間々町を扇頂とし､太田～伊勢崎間の標
高 50m 付近を扇端とした南北約 16km､東西約 12km です。関東地方では､
武蔵野扇状地､那須扇状地についで三番目の規模です。
大間々扇状地は新旧二つの扇状地面からなり､強戸地域はおよそ 1 万 3 千
年前に形成された新扇状地面にあります。
されきそう
どじょう
扇状地は厚い砂礫層からなり､水はけがよく､土壌はいつも乾燥しています。
さじん
冬は季節風によって砂塵が舞うことも､日常茶飯事になっています。
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｢広報おおた｣ チラシ折り込みサービスで無料配布します!!
より多くの皆さんに｢広報おおた｣を読んでもらう機会を増やすため、情報発信マガ
ジン｢タウンぐんま｣（毎週金曜日配布）に広報を折り込むサービスが始まりました。
新聞未購読で新たに配布を希望する方は、配布委託業者の
群馬連合新聞折込(株)へ申し込んでください。
配布日：広報発行日以降の金曜日
＊例 ２月 １日号は ５日
２月１５日号は１９日
注意事項：〇チラシ折り込みを利用したサービスのため
｢広報おおた｣のみの配布はできません。
〇 発行日に配布できませんので､お急ぎの方
は近くの配置場所でお取りください。
問合せ先(新規申し込み･中止)：
群馬連合新聞折込株式会社
０２７-２５３-７６７６
(午前 9 時～午後５時 土･日曜日､祝日を除く)
〒371-0844 前橋市古市町 1-50-24

～「広報おおた」配置場所 ～ ※部数には限りがあります。
●市役所各庁舎や行政センターなど市の施設
●ファミリーマート
●桐生信用金庫
●ＪＡ
●セブンイレブン
●郵便局
●イオンモール太田
●群馬銀行
●アイオー信用金庫
●とりせん
●コジマＮＥＷ太田店
●太田理容組合に加盟する理容店舗（一部除く）

スマートフォンやタブレットの無料アプリ

｢マチイロ｣でも｢広報おおた｣を配信しています！

マチイロの主な機能
●最新号の「広報おおた」が配信されるとアプリにお知らせが届きます。
●ページの拡大・縮小が簡単にできます。
●ダウンロード済の広報紙をオフラインで表示できます。
●広報おおた以外にお住いの地域として設定した自治体の情報が配信されます。
問合せ：広報課
４７-１８１２
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ごうどじどうかんだより

１／１５

～

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

２／１４

のご案内です

♦手形アートしようよ

♦サロンゆった
【日

★住

【日 時】１／２３(土)

時】１／１５(金)

午前 10 時～１２時

午前１０時３０分～12 時
【対

午後１時～３時

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

手形アートしてみよう✋

成長の記録にどうぞ…

♦おもしろ運動教室
【日

＊親子でも友達同士でも自由に

♦ＹＹ広場～バレンタイン製作

時】①１／２２(金)、②２／１２(金)

【日 時】２／１０(水)

午後４時～5 時
【対

象】年少～小学 2 年生

午前 10 時 30 分～
各先着 10 名

【対

象】幼児とその保護者

【持ち物】タオル、飲み物、動きやすい服装

【参加費】無 料

【参加費】無

【受

【受

料

付】①1／８(金)～15(金)

先着 10 組

付】１／27(水)～２／３(水)

＊親子クラブと合同です

②１／29(金)～２／５(金)
＊楽しくからだを動かそう！
講師の先生が来てくれます

♦ハッピーバレンタイン Day
【日

♦おはなし会
【日

時】１／２２(金)、２／１２(金)
午前 11 時～

【対

時】２／１２(金)
自由参加

＊帰る時、先生に『ハッピーバレンタイン』
と言ってみよう！

象】乳幼児とその保護者
自由参加

＊絵本の読み聞かせなど

1／2１（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。

