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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

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策助成金
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として､購入･設置した備品類に対し助成します。
【助成金額(1 店舗当たり)】
備品購入費など（税抜き）の２分の１（上限１０万円）
【業種】
小売業､宿泊業､飲食サービス業､生活関連サービス業､娯楽業､教育･
学習支援業など県による｢ストップコロナ！対策認定制度｣に準拠するもの
【対象】
令和３年４月１日以降に購入した感染症対策備品（空気清浄機､
アクリル板､非接触型検温器､消毒液など）※消耗品のみは不可
【助成の条件】
・市内で経営する店舗（事業所）であること
・床面積３００㎡以下であること
・県による｢ストップコロナ！対策認定制度｣の認定を受ける意思があることなど
【申し込み方法】
１２月２８日(火)までに直接､産業政策課(市役所 5 階)へ申し込み
※予算がなくなり次第終了します
【問合せ】産業政策課 TEL:４７-１８３４

高齢者大学(強戸いきがいアカデミー)受講者募集！
強戸行政センターでは､10 月～12 月に高齢者大学を開講します。
まだ定員に余裕があります。途中からでも参加できますので､ぜひどうぞ！会費無料です。
当日でも受付できます。
期 日
時 間
学習内容（予定）
1 10月 19日
3 11月

9日 (火)

4 11月 16日
5 12月 14日

~

2 10月 26日

午後1時30分

開講式、介護予防体操教室
16ミリフィルム映画会

軽スポーツ（ボッチャ）
２時30分
健康なお口でいきいき生活
(最長３時まで)
人権学習、閉講式

◇新型コロナウイルス感染症拡大防止のため､急きょ講座が中止になる場合があります◇
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ＧＰＳ端末の貸出を行います
認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者
等のご家族に対して、行方不明となった時に位置情報
を取得できるＧＰＳ端末の貸し出しを行います。
【対 象 者】市内に住民登録があり、以下の条件を両方とも満たす方
(1)認知症又はその疑いがあり､行方不明になるおそれがある高齢者
（若年性認知症含む）を介護している家族
(2)行方不明発生時に位置情報を取得し､高齢者を迎えに行くことが
できる方
【利 用 料】月額 1,000 円を市に納付していただきます。
※専用の靴等の装着品を希望される場合は、別途費用がかかります。
【申請方法】印鑑をご持参のうえ､長寿あんしん課窓口にて申請してください。
【端 末】サイズ：縦 45.5 ㎜×横 38.5 ㎜×厚さ 11.9 ㎜ 重さ：30ｇ
【問合せ】長寿あんしん課 地域支援係 TEL：４７-１８５６

借金 のことで悩んでいませんか？
借金
のことで悩んでいませんか？

｢借金無料相談会｣を開催します
開 催 日
受付時間
会
場
対 象 者
概
要

令和３年１１月１３日（土）
午後１時から２時３０分
九合行政センター ふれあいホール
群馬県内にお住まいの方（個人）
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等
申込み(事前予約制) 太田市消費生活センター(市役所２階)窓口または電話で
TEL: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 ～

＄出張スマホ･パソコン相談室＄
スマートフォン･パソコンについて、困っていることや疑問は
ありませんか？お気軽に相談してください！
〇宝泉行政センター メディア室
第１･３火曜日 13:30～16:30
〇休泊行政センター メディアコーナー 第２･４火曜日 (受付は 16:00 まで)
【対象者】太田市内に在住または在勤･在学の方 【相談料】無料
※詳しくは太田市ホームページまたは広報おおた毎月１５日号をご確認ください。
（日時が変更になる場合があります）
【問合せ】スマホ･パソコン相談室 TEL:４７-１９０９(平日 9:30～12:30)
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焼成汚泥肥料を無料配布しています
太田市クリーンセンターの焼成汚泥
肥料の無料配布をしております。
太田市のし尿処理施設である太田市
クリーンセンターでは、し尿及び浄化
槽汚泥を処理する過程で発生した焼成
汚泥を肥料として希望者の方へ無料配
布しております。
肥料の特徴として、粒子が細かく含水
率が低いため、土が柔らかくなり水はけ
主要な成分の含有量
がよくなります。700℃の高温で処理し
窒素全量：0.1％
石灰全量：11.8％
ているため有害物質等は含まれておらず、
リン酸全量：18.3％ 銅全量：1690mg/kg
匂いもほとんどありません。
カリ全量：1.27％
亜鉛全量：4180mg/kg
ご希望の方は太田市役所下水道課まで
ご連絡ください。
※２t トラックに肥料を積んで希望者の畑に行き、荷台から必要量の肥料を落とし
ます。袋詰め等の小分け配布は予定しておりませんので、ご注意ください。
受付時間：月～金曜日（祝日除く）
午前９時から午後４時
受 付 先：太田市役所下水道課
連 絡 先：４７-１９４９
配 布 元：太田市クリーンセンター
太田市古戸町１１３９
搬出頻度：週 1 回（1 度につき２トン）

－ 今月の納税 －
納期限までの納付にご協力ください。
◇市県民税
第３期
◇国民健康保険税
◇後期高齢者医療保険料 第４期
◇介護保険料

納期限:11月1日(月)
【
】

問
合
せ

市県民税･国民健康保険税
市県民税･国民健康保険税
収納課 TEL:４７-１８２０
収納課 TEL:４７-１８２０
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
医療年金課 TEL:４７-１９２６
医療年金課 TEL:４７-１９２６
介護保険料
介護保険料
介護サービス課 TEL:４７-１９４８

odango(おだんご) 会員募集！
一緒に ヨガ をやりませんか？
【日時】毎週金曜日
午前 10 時～11 時 30 分
【会場】強戸行政センター
サークル室
未経験の方､体を動かし
たい方など､どなたでも
大歓迎です。
さい。
お気軽に見学に来てください。
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□「強戸かるた」の読み札解説□

ら ライスセンター建てて強戸は米どころ

ライスセンター
下強戸の集落の西端､県道足利伊勢崎線の南に､太田市農業協同組合穀
類乾燥調製施設(ライスセンター)が建っています。現在は JA 太田市北部カ
ントリーエレベーターと北側の外壁に大きく書かれており､この名前の方がな
じみがあるでしょう。
農林水産省の補助を受けて､昭和 60 年度新地域農業生産総合振興対
策事業の一環として建設され､翌 61 年(1986)年度から稼働開始しました。
もみ
農業経営の合理化を図るため､個々の生産者に代わって米麦の乾燥･籾
スマホから
すり等を一貫して行う施設です。これにより､各農家の農作業の軽減､品質
｢強戸だより｣
の改善､農業機械の過剰投資防止､出荷検査業務の簡素化､米･麦作技術
の発展と機械化体系の確立が図られ､地域農業振興に役立っています。

★住

所 太田市石橋町 842－１

★開館時間

★電

午前 9 時 30 分～午後 6 時 15 分

話

★休館日

３７－７７７３
日曜日・月曜日・年末年始

♦おはなし会

♦おもしろ運動教室

【日

【日 時】1１／１２(金) 午後４時～５時

時】１０／２２（金）午前 1１時～
自由参加

【対 象】年少～小学２年生

＊絵本を読むよ♪遊びに来てね！

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】1０／２９(金)～１１／５(金)

♦ＹＹ広場～七五三
【日

時】１１／１０（水）午前 10 時 30 分～

【対

象】１～３歳児とその保護者

【参加費】無
【受

先着１０組

料

付】１０／２７(水)～１１／３(水)
＊親子クラブと合同です

♦作ってあそぼう
【日

時】1１／２０(土)
午前１０時～１２時
午後１時～３時

♦サロンゆった
【日

時】１１／１２（金）

自由参加
＊なにを作るかは当日のおたのしみ…

午前 10 時 30 分～12 時
【対

象】乳幼児とその保護者
自由参加

＊時間内ならいつでも大丈夫です

１０／２１（木）は館内ワックス清掃のため、
午前中は使用できません。

お子さんの手形、足形がとれます

＊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。

