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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

・・親子陶芸講座のお知らせ
親子で夏休みの思い出のいっぴん(一品･逸品)を作ろう！
【日時】７月２７日（火）午後１時～４時
【場所】強戸行政センター 多目的ホール
【内容】お皿、コーヒーカップ、茶碗等の陶芸製作。
8 月下旬に本焼きしてお渡しする予定です。
講師：強戸陶芸クラブ
【対象】市内在住または在勤の親と子（小学生まで） 【定員】12 組(先着)
【材料費】1,000 円(講座当日に集金) 【持ち物】エプロン､使い古しのタオル数枚
【申込み】７月 12 日(月)午前９時～行政センターで電話受付をします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、急きょ講座を
中止させていただく場合もございます。ご了承ください。

小･中学生 初級パワーポイント
スライド作成とスライドショーによる簡単なプレゼンテーションの基本を学びます
【日時】８月５日(木)･６日(金) 午前９時～１２時 【場所】強戸行政センター
【内容】イラストや写真を使って、学校などの発表で使う資料を作る基礎を学ぶ。
【対象】市内在住または在学の小学校高学年から中学生
【定員】８名（定員を超えた場合は抽選） 【持ち物】筆記用具
【参加費】500 円(テキスト代)講座初日に集金
【申込み】７月 21 日(水)午前９時～午後５時までに
電話で強戸行政センターへ

｢社会を明るくする運動｣の募金にご協力ください
｢社会を明るくする運動｣は犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
ご協力いただいた募金については、本運動の各種事業や非行の防止
スマホから
など、更生保護団体の活動費用として役立たせていただいております。
｢強戸だより｣
例年、１世帯１００円以上の募金をお願いしております。
今年度もご協力をお願いいたします。 問合せ：社会支援課 ℡:４７-１８２７
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長寿あんしん課 ◇自動通話録音機の貸出を行います◇
からのお知らせ
電話を用いた振り込め詐欺等の特殊詐欺の被害を未然に
防止するため、自動通話録音機の貸出を行います。
１．対 象 者 太田市に住民票のある６５歳以上の高齢者のみの世帯
２．申請期間 令和３年６月１５日（火）～７月１５日（木）まで
３．申請方法 太田市ＨＰから申請書を印刷して郵送。申請書の自宅への郵送をご希望
の方は長寿あんしん課までご連絡ください。
※ご家族による代行申請も可能です。
問合せ･郵送先 〒３７３－８７１８
太田市浜町２番３５号 太田市役所 長寿あんしん課
℡：４７－１８５６（地域支援係）

◇ごみ出し困難高齢者支援事業◇
ごみ出しをすることが困難なひとり暮らしの高齢者に対し、
安否確認を行いながらもえるごみの戸別収集を行います。
１．対 象 者 市内に居住する７５歳以上のひとり暮らし
高齢者で､次の条件のすべてに該当する方。
①ごみ集積場へ自らごみを出すことが困難であり､
親族や近隣住民の協力が得られない方。
②要介護認定２以上の方
２．収集方法 地域のごみの日に合わせ、週１回シルバー人材センターの会員が対象者
の自宅に行き、分別されたもえるごみを無料で収集し、指定された時間
までにごみ集積場に排出します。その際声掛けを実施し、安否確認を行
います。
３．申請方法 担当のケアマネージャーに相談し、ケアマネージャーを通して申請して
ください。長寿あんしん課で調査し支援を決定します。
問合せ 長寿あんしん課 いきがい推進係 ℡:４７－１８２９

｢医療費の還付がある｣という電話に注意!!!
市内に「還付金詐欺」の予兆電話がかかってきています。
市役所職員を名乗り、
「払い過ぎた医療費を還付します。口
座とマイナンバーカードの番号を教えて」というような電
話があったら、還付金詐欺を疑ってください。
公的機関が還付金受取りのために電話で連絡することは
ありません。安易に個人情報を伝えないで、いったん電話
を切り事実確認をしてください。
このような電話が来たり不安に感じたら、消費生活セン
ター（℡:３０-２２２０）に連絡してください。
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健康づくり課

からのお知らせ

胸部レントゲン(結核･肺がん)検診のご案内

６５歳以上は結核検診の対象となりますので、
1 年に 1 回は胸部レントゲン検査を受けてください。
<対 象 者>
40 歳以上の方(令和 4 年３月 31 日現在の年齢)
<検診内容>
問診及び胸部レントゲン検査
喀痰検査(問診の結果、対象となる方)
※喀痰検査のみの受診はできません。
<自己負担金> 胸部レントゲン検査：500 円（65 歳以上無料）
喀痰検査：500 円（70 歳以上無料）
<持参するもの> 受診券、バーコードシール（黄色い封筒に入っています）
日

程

9:30～10:30
三ツ池
7月21日(水)
ゲートボール場跡地
7月26日(月)
7月28日(水)
7月30日(金)

西長岡本村
住民センター
太田さくら西公園
管理棟・交流館
大鷲集会所

11:00～12:00
北金井会館
（駒形神社）

13:30～15:00
寺井第二会館
（赤城神社）

西長岡原
強戸ふれあい
住民センター
センター
下強戸住民センター
強戸行政センター
（八幡神社）
上強戸集会所
成塚会館

コロナ禍での熱中症予防
今年の夏は昨年と同様に、新型コロナウイルス感染症を
予防しながら、暑さを乗り越えなくてはなりません！
【熱中症予防】
１） 屋外で人と十分な距離(2 メートル以上)を確保できる時はマスクを外しましょう。
２） 暑さを避けましょう。（涼しい服装、涼しい場所、外でも日陰へ）
３） こまめな水分補給をしましょう。
４） コロナ感染予防のためエアコン使用中もこまめに換気をしましょう。
５） 日頃から体調管理をしましょう。

環境省熱中症予防情報サイト
環境省では「環境省熱中症予防情報サイト」において、
暑さ指数（WBGT）や熱中症警戒アラートのメール配信（無料）を行っています！
令和 3 年 4 月 28 日（水）から 10 月 27 日（水）までの予定。
インターネットで「熱中症予防情報サイト」と検索してみてください！

お問い合わせは、藪塚本町保健センター

℡:０２７７-２０-４４００まで
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□「強戸かるた」の読み札解説□

かまあと

はにわ

か 窯跡は埴輪を焼いた駒形神社
駒形神社埴輪窯跡
八王子山丘陵南麓の一支丘先端部にある駒形神社を中心に､丘陵の南
～南東斜面に造られた埴輪窯跡です。昭和 40 年(1965)に駒形神社社殿
の敷地を造った際に窯跡 2 基が見つかり､うち
1 基が調査されました。窯は
あながま
くぼ
斜面を細長く縦に掘り窪めて造った｢窖窯｣と呼ばれるものです。
昭和 54 年(1979)に､市の史跡に指定されました。
また､昭和 62 年(1987)集会所建設に伴う発掘調査で埴輪の集積場が発
見されており､南北 4m×東西 8m の狭い範囲に約 150 個の円筒埴輪と形
象埴輪が種類ごとに区域を分けて立て並べたものが将棋倒し状に倒れた状
たて ゆぎ
態で見つかっています。製作された埴輪は円筒埴輪のほか､家･楯･靫･馬･人物などの形象埴輪
がありますが､集積場で見つかった埴輪は写実性が乏しいのが特徴です。出土埴輪の特徴から､
6 世紀末頃に造られたものと考えられています。

★住

所

★開館時間

太田市石橋町 842－１

★電

午前 9 時 30 分～午後 6 時 15 分

★休館日

♦おはなし会
【日 時】６／１８（金）午前１１時～
【対

話

【日 時】６／２５（金），７／９（金）
午前１０時３０分～１２時

自由参加

【対 象】乳幼児とその保護者
遊びに来てね！

自由参加
＊時間内ならいつでも大丈夫です

♦作ってあそぼう
【日 時】６／１９（土）

お子さんの手形、足形がとれます

午前１０時～１２時…先着１５名

♦おもしろ運動教室

午後１時～３時…先着１５名

【日 時】①６／２５（金）②７／９（金）
午後４時～５時

＊スライムを作ります♪

【対 象】年少～小学２年生

当日参加受付です

♦ＹＹ広場～こどもの国
【日 時】７／７（水）午前１０時３０分～
【対

日曜日・月曜日・年末年始

♦サロンゆった

象】幼児とその保護者

＊絵本を読むよ

37－７７７３

象】１・２・３歳児とその保護者

【参加費】無

先着１０組

料

【場

所】ぐんまこどもの国

【受

付】６／２３（水）～６／３０（水）

＊現地集合・解散となります。

先着１０名

【参加費】無 料
【持ち物】タオル、飲み物、動きやすい服装
【受 付】①6／11(金)～18(金)
②６／25(金)～７／２(金)
＊講師の先生が教えてくれます
＊６／２４（木）は館内ワックス清掃の
ため、午前中の使用はできません。

＊各種行事の申し込みは、本人または保護者が申し込みをしてください。
◎新型コロナウィ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。

