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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

強戸寄席開催のご案内
一流の落語家を招いて強戸寄席を開催します。落語に興味の
ある方も､初めてという方も､この機会に寄席を楽しんでみませんか。
【日時】１月 1６日（木）開場:午後１時 30 分 開演:午後 2 時
【会場】強戸行政センター 多目的ホール 【定員】１５０名
【出演者】古今亭 志ん橋（ここんてい しんきょう）
師匠は古今亭志ん朝。つまり､あの古今亭志ん生の孫弟子です！

【入場料】無料（ただし､入場券が必要）
【入場券】１月 7 日（火）午前９時～強戸行政センターで配布。１人２枚まで。
（先着
順。なくなり次第終了） 【主催】強戸地区生涯学習推進協議会

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 22 日～2 月 26 日(毎週水曜日)午前 10 時 30 分～正午
【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、ハイハイができる
子～未就学児 【定員】15 組 【参加費】300 円 【申込み】12 月 18 日(水)午前
10 時 30 分～45 分の間に、本人(親)が参加費を添えて行政センターまで。
※受付終了時に定員を超えた場合は、即時抽選。

行政センター・ふれあいセンター
年末年始休館日のお知らせ
１２月２９日（日）から１月３日（金）までは､年末年始のためお休み
させていただきます。新年は１月 4 日（土）から開館します(貸館のみ。窓口
業務は 1 月６日(月)～ )。地域の皆様にはご迷惑・ご不便をおかけいたしま
すが、よろしくお願い申し上げます。
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『ふるさと強戸』2019フェスティバルが開催されました
｢ふるさと強戸｣2019 フェスティバルが､11 月２日(土)･
３日(日)の両日､強戸行政センターにて盛大に開催され､会場
は朝から大勢の人たちで賑わいました。
作品展示･ステージ発表･模擬店等にご協力くださいま
した方々､並びに関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。

・グラウンドゴルフ大会結果・

介護予防教室のお知らせ

11 月 12 日(火)､中･高年齢者生き甲斐づく
り推進事業グラウンドゴルフ大会が､強戸行政
センター芝生広場において開催され､81 名(男
性 46 名･女性 35 名)の参加者がお互いに腕を
競い合いました。
入賞者の皆さん､おめでとうございました！

簡単なストレッチ･筋力アップ体操･
脳トレなどを行います。無理のない運
動から体づくりを始めてみませんか？

女性の部

準優勝

鈴木 孝雄（成塚町）

３ 位

菊地 茂夫（天良町）

優 勝

齊藤 信子（天良町）

準優勝

塚田 初枝（成塚町）

敬
称
略

３ 位

石川久味代（成塚町）

時 間：午前１０時～１１時３０分
場 所：強戸行政センター
対 象：太田市在住の 65 歳以上の方
参加費：無料･事前申込みはありません
持ち物：飲み物､汗拭きタオル＊運動の
できる服装でお越しください。

）

秋庭 安雄（成塚町）

（

男性の部

優 勝

日程：１月１4 日（火）

問い合わせ先
強戸･毛里田地域包括支援センターまで
６０-４９０５ お気軽にお問合せ
ください

□「強戸かるた」の読み札解説□
てんのうやま

て 天王山強戸で一ばん高い山
天王山
西長岡や菅塩･北金井･大鷲･上強戸などの背後の山々は八王子丘陵と呼
ばれ、笠懸(みどり市)方面から南東へ長さ 15 ㎞･幅 5 ㎞にわたって分布してい
ます。丘陵の南部は太田市に属し、毛里田地区にある唐沢山(261m)は市で
一番高く、その山なみに｢天王山｣(243m)があります。
丘陵の強戸側は火山灰が堆積した凝灰岩(ぎょうかいがん)が分布しており、
菅塩や大鷲には凝灰岩を切り出した石切場が残っています。また、凝灰岩は
柔らかく浸食を受けやすいため、北東から南西に向けて谷が発達しています。
その谷間に、北･西長岡､菅塩､北金井などの集落が形成されました。
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～ 年末のゴミの持込みはお早目に！～
現在､清掃センターでは焼却施設の新築工事のため､例年よ
りごみの搬入が大変混雑しています。 持ち込みごみの計量
を待つ車の列 ↓
これから年末を迎え、清掃セン
ターおよびリサイクルプラザでは、
家庭ごみの持ち込みがさらに多く
なることが予想されますので、早
めのごみの持ち込みにご協力をお
願いいたします。
お問合わせ 清掃事業課
計量室
℡３１-８１５３

強戸地区子育てサロン
「ひよこ」だより
１月１6日(木)
受付
受付9時30分～
開始
午前１０時～

強戸行政センター
プレイルーム
※12月はお休みです。

強戸地区民生
児童委員協議会

糖尿病予備軍と言われたら…
糖尿病予備軍と言われたら…
今から始める糖尿病予防 講演会
講演会
今から始める糖尿病予防

認知症普及啓発のための映画上映会「ペコロスの

日 時：令和 2 年 1 月 20 日（月）
午後 1 時 30 分～3 時(受付：午後 1 時～)
場 所：太田市保健センター 入場料：無料
講 師：太田記念病院内分泌内科部長

日 時：令和２年１月１５日（水）
１３：００～１５：１５ (入場は３０分前から)
会 場：宝泉行政センター 多目的ホール
上映作品：｢ペコロスの母に会いに行く｣(113 分)

荒木 亘 先生
対象者：市内在住の方 定 員：先着 100 名
申込み：令和元年 12 月 10 日(火)～いずれ
かの保健センターにお電話ください。

参加費：無料 (先着２８０名・チケットが必要)
申込み：チケットは、長寿あんしん課窓口、宝
泉行政センター窓口、地域包括支援セン
ターにて配布しています。
（チケットはひとり２枚まで）
お問合せ：長寿あんしん課
地域支援係
４７-１８５６

太田市保健センター

46-5115

尾島保健センター

52-5200

新田保健センター

57-2651

藪塚本町保健センター 0277-20-4400

認知症普及啓発のための映画上映会

母に会いに行く」

政治家が寄附することや有権者が寄附を求めることは禁止されています！
年末年始は、贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人にお金
や物を贈ることは法律で禁止され、違反すると処罰されます。また、有権者が政治家に寄附を求
めることも禁止されています。 ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

お問合わせ

選挙管理委員会

４７-１１１１

「広報誌「総務省」（2018 年 12 月号）より抜粋」
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★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・年末年始

１２／１５

～

１／１４のご案内です
「新春おたのしみ会」

「おはなし会」

時】1２／１７(火)、１／１４（火） 【日 時】１／６(月)午前 10 時 45 分～
【対 象】小学生又は幼児とその保護者
午前 11 時～
先着 10 名
【対 象】乳幼児とその保護者 自由参加
＊体操・手遊び・絵本の読み聞かせなど 【参加費】無 料
【受 付】１２／９(月)～１８(水)
【日

＊巨大カルタ、お茶会をします🍵

「ピカピカ大掃除」
【日 時】12／２５(水)午前 10 時 30 分～
【対 象】自由参加
＊児童館をみんなできれいにしよう！

「お茶の間カフェ ごうど」

「ハッピークリスマスＤａｙｓ」

【対

【日

時】1２／1６(月)、2３(月)、2６(木)
1／９(木)、1３(月)
午前 10 時～午後２時まで
象】こどもからお年寄りまで

問い合わせ：社会福祉協議会

【日

時】12／２４(火)、２５(水)
自由参加
★先生に『メリークリスマス！』というと

地域福祉グループ
ＴＥＬ ３０－００３３
1２/１９(木)は館内ワックス清掃の

いいことがあるかも！？

ため、午前中の使用はできません。

「作ってあそぼう」
【日
【対

時】１／２５(土)午前 10 時 30 分～
象】小学生又は幼児とその保護者
先着 15 名

【参加費】無 料
【受 付】１／１１(土)～18(土)

★ お知らせ ★
１２／２９（日）～１／３(金)
まで児童館はお休みです。
よろしくお願いいたします。

※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してください。参加費の返金は出来ません。
※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してください。

