毛 里 田 だ よ り

令和２年１０月１５日

毛里田だより
◇日

程：１１月１０日（火）・１１日（水）
全２回
午前９時～正午まで
◇内 容：暮らしに役立つグーグルの機能を
学びます。
◇対象者：マウス操作やローマ字入力が
できる人で、市内在住
または在勤の人
◇定 員：１０名
◇教材費：５００円
◇申込日時：１０月２７日（火）
午前９時４０分～１０時
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◇日

程：１２月１日（火）・２日（水）
全２回
午後１時３０分～４時３０分まで
◇内 容：はがき印刷ウィザードによる文面
作成のほか、エクセルで作成した
住所録を利用して宛名面に住所、名
前を自動挿入する方法を学びます。
◇対象者：マウス操作やローマ字入力ができ
る人で、市内在住または在勤の人
◇定 員：１０名
◇教材費：５００円
◇申込日時：１１月１７日（火）
午後１時４０分～２時

※パソコンの持ち込み不可。講座で使用するパソコン
はこちらで貸し出しするパソコンになります。

◇日

程：１１月１３日～１２月４日（毎週金曜日）全４回
午後１時３０分～３時３０分まで
◇内 容：かぎ針を使って鹿の子バッグを作ります。
※
持込可能は、ノート型でＯＳは
◇持ち物：かぎ針５～６号、はさみ、とじ針、筆記用具
Windows10。オフィス
2019 です。
◇対象者：市内在住または在勤の人
◇定 員：１５名
◇教材費：１,８００円
◇申込日時：１０月３０日（金）午後１時４０分～２時
※
※
※
※

今
月
の
納
税

いずれの講座も、本人が直接毛里田行政センターへ現金を添えてお申込ください。
申込時に定員を超えた場合は、その場で抽選を行います。
マスクの着用、当日は自宅での検温をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の影響により急遽中止となる場合があります。

●市県民税
第3期
●国民健康保険税 第 4 期

１１月２日（月）納期限です。

事業者のみなさんへ
●特別徴収 １０月分 １１月１０日（火）納期限です。
納期限までの納付にご協力をお願いします。
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お問い合わせ先：収納課
℡０２７６－４７－１９４６
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今年度の特定健診は集団会場日程を全て
中止します。

第３５８号

災害時に市避難所開設状況サイトから次の情
報をお知らせします
① 避難所の開設状況
② 避難所の混雑状況（６段階で表示）
③ 現在地から近い順に避難所を表示

中止日程
１１月 ２日（月）太田市保健センター
１１月 ４日（水）尾島保健センター

※スマートフォン等の位置情報機能を活用します。
※避難所までの経路は、道路状況（冠水等）を考慮
していません。

１１月 ９日（月）総合健康センター
１１月１１日（水）新田保健センター
１１月１６日（月）藪塚本町保健センター

太田市避難所開設状況サイトはこちらから↓
特定健診は医療機関にて受診をお願いいた
します。

https://ota.hinanjo.dmacs.jp

お問い合わせ 国民健康保険課
TEL

借金

注意）フューチャーフォン（ガラケー）
では閲覧できないことがあります。

0276-47-1825

お問い合わせ 災害対策課

0276-47-1916

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
▼日

時

令和２年１１月１４日（土）午後１時３０分から４時

▼会

場

九合行政センター ふれあいホール

▼対象者

群馬県内にお住まいの方（個人）

▼概

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

要

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）窓口又は電話で
℡０２７６-３０-２２２０（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。

１１月に予定していた『視察研修旅行』は、新型コ

１０月３０日（金）は月末点検日のため、
貸館業務はお休みになります。窓口業務（住民
票や戸籍の発行、納税業務等）のみ行っており

ロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とさせてい
ただきます。
楽しみにされていた皆さまには申し訳あ
りませんが、ご理解のほどよろしくお願いします。

ます。

お問い合わせ 毛里田行政センター 0276-37-1059

毛里田行政センター TEL 0276-37-1059
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第３５８号

リサイクル倉庫の利用方法について毛里田だより
の７月号でもお願いしましたが、残念ながら未だに対
象外のものが搬入されています。

毎回出され
てしまう発泡
スチロール

たくさんの発泡スチロールがダンボール・新聞紙の倉
庫へ搬入されています！！プラマークのついた発泡
スチロールはその他プラスチックの倉庫に出すこと
ができます。
その他に燃えないごみで出すべき金具のついたカ
バン、金具のついたファイルや紙とビニールがくっつ

金具のつい

いているエサ袋、壁紙などたくさんの対象外のものが

たカバン

ダンボール・新聞紙の倉庫へ搬入されていました。
う
分別方法は『家庭ごみの収集予定表』に記載されてい
ます。
今回リサイクル倉庫内の分別・掃除を行ったとこ
ろ、燃えるごみ７袋、もえないごみ１袋がでました。

こんなにもごみ
が出ました

リサイクル倉庫は家庭のごみ箱ではありません。
地域のみなさんのために正しく活用していただきた
いと思います。

毛里田行政センター

広報おおた
10/1 号にも掲載
されています

※お預かりした個人情報は、太田市プレミアム金券の購入申込手続き以外には使用いたしません。
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☆ハッピーハロウィンＤａｙｓ☆
10 月 30 日（金） 31 日（土）
《自由参加》10：00～15：00
受付で『トリックオアトリート』
と、言ってみよう♪

☆ＢＢ広場☆
1０月２２日（木） 10：30～
《受 付》当日
自由参加
《対 象》1・2 歳児と保護者 先着 8 組
《参加費》無料
《内 容》簡単な製作 ハロウィングッズ

☆ＹＹ広場☆ （おはなし会）
11 月４日（水）10：30～
《受
《内

付》当日 自由参加
容》
（読み聞かせ・手遊び・
紙芝居・パネルシアター等）

☆映画会☆
11 月１４日（土）

☆床清掃の日☆
10/1５(木)
・11/５(木)
午前中館内では
遊べません

10：０0～

《受 付》当日
自由参加
《対 象》幼児～小学生 先着 15 名
《参加費》無料

行事の申し込みについて
🌸参加費の必要な行事に限り、電話での受付はできません。
直接児童館までお越しください。
🌸参加費の返金はできません。
🌸未就学児の参加は保護者の同伴が必要です。

☆ＹＹ広場☆ （親子合同）
七五三お参り 大光院
１１月１1 日（水）10：30 現地集合
《受 付》1０/2８(水)～11/４(水)
《対 象》１・2 歳児と保護者 先着１０組
《参加》無料
雨天の場合は毛里田児童館で行います。

第３５８号
第３５８号

所 在 地
開館時間

太田市只上町 406 TEL・FAX 37－1314
火曜日～土曜日 9:30～18:15（日・月曜日・年末年始休館）

コロナウイルス感染予防のため行事等中止、変更
となる場合があります。

９月以降に延期を予定していた集合注射については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止します。しかし飼い主は、年１回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、
１２月３１日までに動物病院等で注射を受けてください。

群馬県獣医師会加盟動物病院

〇持参する物
狂犬病予防注射通知書
（市に登録があり、今年度未接種犬

病院名

住所

電話番号

こぐれ動物病院

太田市西本町33-16

0276-32-4117

の飼い主に送付）

戸田動物病院

太田市八幡町16-6

0276-25-4572

※診察料は動物病院によって異なり
ます。

ミュウ動物病院

太田市新井町533-14

0276-79-0500

金子動物病院

太田市高林東町1657-1

0276-38-5591

田端動物病院

太田市石原町971-3

0276-45-2648

かなやま動物病院

太田市東今泉町277-6

0276-40-2220

さくら動物病院

太田市新井町577-8

0276-60-1851

稲村動物病院

太田市石橋町817-5

0276-37-7219

新田動物病院

太田市新田市野井町957

0276-57-0411

藪塚動物病院

太田市大原町1893-2

0277-78-8550

いしはら動物病院

みどり市笠懸町鹿2525-6

0277-77-1286

※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。
◇お問い合わせ◇
環境政策課
0276-47-1953

北爪動物病院
こまいぎペットクリニック

みどり市笠懸町阿左美2171-20 0277-76-9576
太田市小舞木町354

0276-48-7221

小島動物病院

太田市藪塚町1648

0277-78-0615

ほしの動物病院

太田市南矢島町750-1

0276-60-5311
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