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４月号から｢強戸だより｣は回覧になります！
これまで毎戸配布でご愛読いただいていた｢強戸だより｣ですが､来月の
4 月号より回覧になります。回覧板に 1 枚だけ付いて隣組を回ります。
太田市ホームページでもご覧になれます。検索窓に 強戸だより と入力
して 検索 ボタンをクリックしてください。カラー版とバックナンバーの
閲覧ができますので､ぜひご利用ください。

｢太田市 令和３年度予算概要｣の動画配信 を行います！
毎年｢新年度予算のあらまし･地区懇談会｣を各地区で開催しておりましたが、コロナ禍
での実施は感染リスクが高まることなどを考慮して、中止となりました。つきましては、
｢令和３年度 太田市予算概要｣の説明を動画配信で行います。ぜひご覧ください。

・閲覧方法・

こちらをスキャン！

① 掲載したＱＲコードを読み取って､
動画配信サイトをご覧ください。
広報おおた３月１５日号にも同様
の記事が掲載されます。

こんな
感じかな？

② 行政センターにおいて３月１７日
(水)～３１日(水)まで館内で放映
します。

問合せ：地域総務課

※動画配信は３月１７日(水)からご覧になれます。
また､スマートフォンやタブレット端末での動画視
聴は､利用料が高額になる場合がありますので､契
４７-１９２３ 約内容をご確認ください。Wi-Fi がおすすめです。

強戸ふれあいセンターのご利用について
先月の｢強戸だより｣でもお知らせしましたが、4 月か
らふれあいセンターは無人になり、常時施錠すること
になりました。管理は強戸行政センターが行います。
利用を希望される場合は、行政センターまでお問合
せください。
３７-４９７９
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忘れずに投票しましょう!!! 太田市長選挙
【投票日時】4 月１１日（日）午前７時～午後 7 時
※投票所は入場券に記載されています。
【問合せ】選挙管理委員会
４７-１１１１

～ 祝 金婚･ダイヤモンド婚 ～
太田市では、結婚 50 年(金婚)並びに結婚 60 年(ダイヤモンド婚)
を迎えたご夫婦を祝福する｢金婚･ダイヤモンド婚祝記念式典｣を６月
1２日(土)に太田市民会館において開催します。
金婚並びにダイヤモンド婚に該当するご夫婦は、３月 15 日(月)～４月 20 日(火)〈厳
守〉までに、お電話で長寿あんしん課（ ４７-１８２９）へお申込みください。詳しく
は３月 15 日号の広報おおたに掲載しますので、ご覧ください。
※申込みされたご夫婦には､５月中旬頃に招待状を郵送いたします。

麻しん風しん混合(MR)予防接種はお済ですか？
対 象 者：１期･生後 12 か月以上 24 か月未満のお子さん
２期･年長児(平成 26 年４月２日～平成 27 年４月１日生まれ)のお子さん
接種方法：予診票､母子健康手帳を持参し､かかりつけ医療機関で接種
接種期限：１期･２歳の誕生日前日まで
２期･令和３年３月 31 日まで
問合せ先：藪塚本町保健センター
０２７７-２０-４４００

事務所移転のお知らせ

尾島保健センターの
業務が
新田保健センターへ

移ります
老朽化による雨漏りなどの
ため、業務を継続することに
支障が生じていることから、
その業務を移します。
これまで尾島保健センター
で行っていた各種健診・相
談・申請などすべ ての業務
は、４月１日より新田保健セ
ンターで行います。

強戸･毛里田地域包括支援センターが移転します
強戸･毛里田地域包括支援センターが、令和３年４月１
日より、下記の住所に移転します。
高齢者のみなさんの介護予防・健康・介護・医療・福祉
などに関する相談をお受けします。身近な相談窓口として
ご活用ください。
移転に伴い、３月 30 日(火)･31 日(水)は、地域包括支
援センターは休館します。なお、休館中も電話による相談
は対応可能ですので、下記連絡先までお電話ください。
【移転先】太田市寺井町５６５
特別養護老人ホームゆう愛 内
６０-４９０５ ※電話番号は変更ありません。
＊包括支援センター移転についての問合わせは、
太田市役所長寿あんしん課地域支援係まで
47-1856
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強戸地区子育てサロン
｢ひよこ｣だより

３年

強戸地区民生児童委員協議会では､0～４
歳の未就園児とその親がホッとできるひと
時を過ごしてもらえる場として､子育てサ
ロン｢ひよこ｣を開催しています。自由遊び､
手遊び､歌､季節の行事などをして楽しく遊
びます。
現在は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため､サロンを中止していますが､再開
が決まり次第｢強戸だより｣でお知らせしま
す。楽しみにお待ちください。

４年

令和３年度日程表（予定）
4月22日
5月20日
午前１０時から
6月10日
はじまります。
7月15日
・
9月9日 (木) 強戸行政センター
10月14日
プレイルーム
11月11日
1月13日
※８月と１２月は
2月10日
お休みです。
3月10日

＊上記の日程表は仮のスケジュールです。

再開のお知らせがあるまで､いましばら
くお待ちください。

･･ 狂犬病予防注射の季節です ･･
生後９１日以上の犬を飼っている方には、１年に１回狂犬病の
予防注射を受けさせることが義務づけられています。4 月 1 日～
6 月 30 日の間に、令和 3 年度狂犬病予防注射を受けさせてくだ
さい。また、登録を行っていない犬は、同時に登録もして下さい。
集合注射につきましては､５月１日号の｢広報おおた｣または５月以降に太田市ホー
ムページ(環境政策課)をご覧ください。
※動物病院によっては別途診察料がかかる
場合があります。

【費

用】注 射 のみ（登録済）３,５００円
登録と注射（未登録）６,５００円
【問合せ】環境政策課
４７-１９５３

※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。

□「強戸かるた」の読み札解説□
どんりゅうまつ

そなえもち

と 呑竜松とともに伝える供餅
呑竜(龍)松と供餅
るいだい ぼだい
が
新田義重は､源氏累代の菩提と武運長久を祈願するため､天良字七堂に伽
らん こんりゅう
ぎじゅうざんにったじ
藍を建立したといわれています。この地に浄土宗義重山新田寺大光院の開
山･呑竜上人が松を植えたとされ､呑竜松と呼ばれてきました。
徳川家康は関東平定後､祖先の地を調査させ､新田義重および新田一門の
ついぜんくよう
追善供養と徳川家の安泰と天下泰平を願って現在の場所に大光院を再建。
呑竜上人を開山とし､300 石の寺領を寄進しました。
今でも 9 月の大光院開山忌には､寺井町から 1 斗 8 升(約 27 ㎏)の供餅を
届ける風習が残っています。もとの呑竜松は昭和 21 年(1946)3 月に倒されて
しまいましたが､地元の人々はそこに 2 代目黒松を植えました。
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ごうどじどうかんだより

３／１５

～

★住

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

４／１４

♦作ってあそぼう
【日

時】３／２０（土）・４／１７（土）
午前１０時～１２時
午後１時～３時
自由参加

＊なにを作るかは当日のおたのしみ…

のご案内です

♦サロンゆった
【日

時】４／２３（金）
午前 10 時 30 分～１２時
【対 象】乳幼児とその保護者
自由参加
＊お子さんの手形、足形がとれます
時間内ならいつでも大丈夫です
成長の記録にどうぞ…

♦ＹＹ広場～こいのぼりを作ろう
【日

時】４／１４(水)
午前 10 時 30 分～
【対 象】幼児とその保護者 先着 10 組
【参加費】無 料
【受

付】３／31(水)～４／７(水)

♪親子クラブ会員募集♪
～親子でリズム遊びや製作活動、
季節の行事などを行う楽しいクラブです～
実施期間 ：令和 3 年 5 月～令和４年 3 月
募集クラス：水曜日（月２～３回程度）
１０:３０～１１:３０
対

象：乳幼児とその保護者
先着１５組

年
受

会

３／１８（木）館内ワックス清掃のため

費：1,500 円
付：４／１４(水)～２１(水)

＊詳しい内容は強戸児童館職員まで

午前中は使用できません。

＊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。

◎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。

