毛 里 田 だ よ り

令和３年

７月１５日

第３６７号

毛里田だより

発 行 所 〒３７３－００１６
太田市矢田堀町２４４番地５
毛里田行政センター
（毛 里 田 公 民 館）
ＴＥＬ ３７－１０５９
ＦＡＸ ４０－５０１１

＊＊新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止になる場合があります。＊＊
女性学級「コスモスレディース」

高齢者教室「もりた楽集塾」

◎対象者

◎対象者

毛里田地区在住の成人女性

毛里田地区在住のおおむね 65 歳以上の人

日

程

内

容

内 容
開講式(合同開催）

8/25（水）

お楽しみ講座(合同開催）

日

程

8/25（水）

9/3 （金）

椅子ヨガ①

椅子ヨガ①

9/10（金）

9/17（金）

椅子ヨガ②

椅子ヨガ②

9/24（金）

10/6（水）

災害について(合同開催）

10/6（水）

10/13(水)

人権講座(合同開催）

10/13(水)

10/20(水)

お楽しみ講座

10/27(水)

介護予防講座

グラウンドゴルフ(合同開催）
お楽しみ講座(合同開催）

11/5 (金）

閉講式(合同開催）

◎日時：8/25(水）～11/5(金) 午前 10 時～正午

10/22(金)
10/27(水)
11/5 (金）

◎定員：各２０名

◎参加費：女性学級は、材料費実費(別途負担） 高齢者教室は、無料
◎申し込み：（高齢者教室）７/２８（水）10：00 から 10：20 まで、
（女性学級）

７/２８（水）11：00 から 11：20 までに、

希望者本人が、毛里田行政センターへ直接お申し込みください。
＊定員を超えたら抽選、定員に満たない場合は、継続募集します。

お問い合わせ：毛里田行政センター

0276-37-1059

８月号から毛里田だよりは紙資源の減量化
を推進するためＡ４版サイズになります。
７月３０日（金）は月末点検日のため、貸館

モバイル版もご利用ください。
毛里田行政センター
TEL 0276-37-1059

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）のみ行っております。
毛里田行政センター ３７－１０５９
1

毛 里 田 だ よ り

令和３年

７月１５日

第３６７号

◇日 程：９月７日（火）～９日（木）全３回 午後１時３０分～４時３０分
◇会 場：毛里田行政センター（研修室１）
◇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
◇持ち物：筆記用具 ◇教材費：５００円
◇定 員：８名
◇申込日時：８月２４日（火）午前９時～２５日（水）午後５時
※持込可能は、ノート型でＯＳは Windows10。オフィス 2019 です。
※ 定員を超えた場合は、抽選を行い連絡します。
※ 当日はマスクの着用、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拡大状況により急遽中止となる場合があります。
太田市シルバー人材センター

会員募集中！ 女性も大歓迎！
生涯現役でいたい人、健康維持や仲間づくりをしたい人。会員になって働いてみませんか！
仕事内容は多岐にわたりますが、どれも資格がなくてもできる臨時的・短期的で軽易な業務です。
●入会資格

太田市在住の６０歳以上の人

●入会手順

入会説明会に参加→

●入会説明会

次の日程で、午前１０時から本所および支所で行います

入会申込書の提出→

会員登録→

仕事の紹介

説明会に参加希望の方は、事前に電話予約してください
【 ８月】

８月５日（木）

【

９月２日（木）、

９月】

９月１６日（木）

【１０月】１０月７日（木）、１０月２１日（木）
【１１月】１１月４日（木）、１１月１８日（木）
（問い合わせ先）太田市シルバー人材センター

＜本

所＞太田市下小林町３８７

☎０２７６－４６－２４２７

＜新田支所＞太田市新田上江田町７１１☎０２７６－５６－８０００
高齢者のみの世帯の方 お困り事はありませんか？

大好評！

「ちょいサポ隊」
におまかせください！
ご高齢になった皆様の日常生活の困りごと、１つの作業につき１回５００円でお助けします。
●依頼できる人

太田市在住の６５歳以上の高齢者のみの世帯の方（日中一人暮らしとなる方を含む）

●お引受けできる仕事

買い物代行、室内清掃、ゴミ出し、電球・蛍光灯交換、蛇口のパッキン交換、
お墓そうじ、花壇の水やり、など

●料

金

５００円（１つの作業〔１時間以内〕）
※買い物代金や作業にかかる材料・消耗品費は依頼者負担です。

●ご依頼手順

①ｼﾙﾊﾞｰへ電話→ ②ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが隊員を手配→ ③訪問日を連絡→④作業開始→
⑤完了後、利用料金のお支払い

（問い合わせ先）太田市シルバー人材センター

作業希望日の３日前までにお電話ください。

☎ ０２７６-４６-２４２７

専門のコーディネーターが親切丁寧に対応します。
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保険料額決定通知書が届いたら、「⑮保険料額」、「納付方法（現金納付・口座振替・年金天引）」を
必ずご確認ください。
納付書が同封されている方は、期限内に納付書裏面の納付取扱場所でお支払いください。また、コン
ビニエンスストア等での納付及びキャッシュレス（モバイルレジ・ＬＩＮＥ・Ｐａｙ・ＰａｙＰａｙ）
による納付が可能になりました。詳細については、医療年金課ホームページをご覧ください。
新たに口座振替での納付をご希望される方は、金融機関での手続きが必要となります。手続きの際
は、預金通帳・通帳届出印・保険料額決定通知書又は納付書をお持ちください。
ご不明な点があれば、下記の連絡先までご連絡ください。
お問い合わせ

今月の納税
問い合わせ 太田市役所
収納課 ４７－１９４６

医療年金課

後期高齢者医療係 電話：0276-47-1926（直通）

■固定資産税第２期
■国民健康保険税第１期
■後期高齢者医療第１期
事業者のみなさんへ
■特別徴収 ７月分

納期限８月２日（月）
納期限８月１０日（火）

●太田市では、防災・防犯等の情報をみなさんに発信しています。
●「おおた安全・安心メール」に加入して、地域の防災・防犯情報を素早くつかみましょう。
●避難情報等が「あなたを守る」手助けとなります。
●携帯電話や二次元コードからも登録できます。
携帯電話（bousai.ota-city@raiden2.ktaiwork.jp）
上記は事前に otashi@mx.city.ota.gunma.jp からのメール受信を可能にしてください。
詳しくは、太田市のホームページをご覧ください。
ご不明な点は災害対策課４７－１９１６（直通）まで

健康づくり課からのお知らせ

問い合わせ：太田市保健センター

TEL：０２７６－４６－５１１５
FAX：０２７６－４６－５２９３

コロナ禍でも受けよう！がん検診！！
がん検診は不要不急ではありません！
見つかるはずだったがんを見過ごさないために、がん検診を受けましょう！
・けんしんは令和３年１２月２０日までです。
・集団検診(胃がん・乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症)は電話又はインターネットによる
予約制です。
※詳細は受診券封筒（４月末に郵送済）にあるご案内やホームページをご覧ください。
【集団検診での感染防止対策】
・常時換気と消毒、椅子は２メートルあけて設置。
・対面場所にはアクリルパーテーションを使用。
・受診される方は、マスク着用、健康チェック、手指消毒、検温にご協力ください。
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新型コロナウイルス感染予防のため、ご来館
の際には、マスクの着用・手洗い・消毒・検温
等
お願いしております。ご協力をお願い致します。

《目指せ！児童館クイズ王!!》
クイズ(アンケート付）に答えて、素敵なプレゼントをゲット！

みんなは何問答えられるかな？

★ＹＹ広場★
♪おはなし会♪

期
間：
答え発表：
対
象：
参 加 費：

8/18（水）10：30～
《対象》1・2 歳児と
その保護者
《参加費》無料

7/20(火）～8/14(土）
8/17(火）～8/31(火）
市内にお住まいの方
無料

≪床清掃≫

行事について

8/13(金)午前中、館内では遊べません

新型コロナウイルス感染予防対策により
行事等が中止、変更になる場合があります。

毛里田児童館

🌸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い。
3
🌸参加費の返金はできまん。
🌸未就学児の参加は保護者の同伴が必要です。

所 在 地
TEL・FAX
開 館 日
休 館 日

太田市只上町 406
0276－37－1314
火～土曜日 9:30～18:15
日・月曜日・年末年始（12/29～翌年 1/3）

令和３年度課題図書のお知らせ
○小学校の部（１・２年生）
・「あなふさぎのジグモンタ」
・「そのときがくるくる」
・「みずをくむプリンセス」

○中学校の部
・「Ｗｉｔｈ ｙｏｕ（ウィズ・ユー）」
・
「アーニャは、きっと来る」
・「牧野富太郎 日本植物学の父」

・
「どこからきたの？おべんとう」

≪おねがい≫
＊貸し出しは１人１冊、１週間まで

○小学校の部（３・４年生）

＊貸し出しは市内在住または在学の小学生から中学生

・
「わたしたちのカメムシずかん」

＊該当する学年の本のみ貸し出し可能。

・「ゆりの木荘の子どもたち」

＊読み終わった本は、必ず返してください。

・
「ぼくのあいぼうはカモノハシ」

順番を待っている人がいます。

・「カラスのいいぶん」
貸し出しは、毛里田

○小学校の部（５・６年生）

行政センター事務

・「エカシと森の子馬のポンコ」

室でおこなってい

・「サンドイッチクラブ」

ます。

・「おいで、アラスカ！」
・「オランウータンに会いたい」

毛里田行政センター ＴＥＬ ０２７６－３７－１０５９
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