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令和２年度
  空家等相談会の開催について

対　象　町内にある空家等の所有および管理のあるかた

（今後空家等を所有する見込みのあるかた）で、管理や処

分方法等に困っているかた

定　員　先着１０組　（相談時間は１組５０分が上限）

申込方法　電話による事前予約（予約時に相談内容の確認）　

※相談日に相続関係説明図登記簿、建物の外観写真や図面

資料等を用意してください。また、多くの相談に対応する

ため、空家等相談会が初めてのかたを優先します。

申込期間　９月１０日（木）～３０日（水）

８：３０～１７：１５　※土曜・日曜日、祝日は除きます。

費　用 無料

申込・問合せ先　都市建設課都市開発係（内線１３４）

▶と　き 11月1日（日）
　　　　１０：００～１６：００
▶ところ　役場

　建築物またはこれに附属する工作物で

あって移住その他の使用がなされていない

ことが常態※であるものおよびその敷地（立

木その他の土地に定着する物を含む）をい

います。ただし、国または地方公共団体が

所有・管理するものは除きます。

※「使用されていないことが常態」とは、

概ね年間を通して建築物等の使用実績がな

いことです。

空家等とは
　建築物またはこれに附属する工作物で

あって移住その他の使用がなされていない

ことが常態※であるものおよびその敷地（立

木その他の土地に定着する物を含む）をい

います。ただし、国または地方公共団体が

所有・管理するものは除きます。

※「使用されていないことが常態」とは、

概ね年間を通して建築物等の使用実績がな

いことです。

空家等とは

館林都市計画 変更図書の縦覧

　近年、空家や空地が適正に管理されず、防災性
の低下（倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下、火災等）、
防犯性の低下、ごみの不法投棄等が問題となって
います。そこで町は、空家等の適正管理と予防啓
発を図るため、町内にある空家等を所有している
かたを対象に１１月１日（日）に空家等相談会を
開催します。
　空家等の管理や処分方法等に困っているかた
は、ぜひ相談してください。

　建築物またはこれに附属する工作物で

お家
うち

の今後も

考えてみよう
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川俣駅周辺地区に関する都市計画が8月 7日に変更となりましたので、関係図書の縦覧をします。川俣駅周辺地区に関する都市計画が8月 7日に変更となりましたので、関係図書の縦覧をします。
案　件

①館林都市計画用途地域の変更（明和町決定）

②館林都市計画地区計画の変更（明和町決定）

※地区計画の変更により、川俣駅周辺地区の建築物の建築等は都市建設課へ届出が必要です。

ところ　都市建設課

問合せ先　都市建設課都市開発係（内線１３４）

対象となる面積
市街化区域内　　２，０００㎡以上
市街化調整区域　５，０００㎡以上
届出期間　売買契約を締結した日から起算して２週間以内に都市建設課窓口まで土地売買等届出書を提出
届出・問合せ先　都市建設課都市開発係（内線１３４）または群馬県庁地域政策課（☎０２７－２２６－２３６６）

大規模な土地取引には土地売買等届出書を忘れずに
　一定面積以上の土地取引をした場合は、買主は町を経由して群馬県知事あてに土地売買等届出書
（国土利用計画法に基づく届出書）を提出する必要がありますので、忘れずに行ってください。

補助額　耐震診断に要する費用を全額補助（診断者
の交通費１，０００円の実費負担あり）
対　象　①～③すべてに該当するもの
①町内にある木造住宅で昭和５６年５月３１日以前
に着工された一戸建ての住宅または併用住宅（住宅
部分の床面積が２分の１以上）
②平屋または２階建てのもの
③在来軸組工法によって建築されたもの
申込期限　１０月３０日（金）

住宅関係補助金について

補助額　精密診断、耐震補強設計、耐震補強工事お
よび工事監理に要する 2 分の１以内の費用（上限
８０万円）
対　象　耐震診断の結果、改修の必要があると診断
された住宅
申込期限　１０月３０日（金）

補助額　アスベスト含有調査に要する費用（上限
２５万円）
対　象　①～③すべてに該当するもの
①町内で実施するものであり、建築物の所有者が行
うもの
②他の国庫補助金等が交付されていないもの
③施工された吹付材がアスベスト等であるおそれが
あること
※その他、調査者、調査機関・方法に指定があります。
申込期限　１０月３０日（金）

問合せ先　都市建設課都市開発係（内線１３４）

補助額　不良住宅調査費用の 2分の 1
対　象　①②すべてに該当するもの
①町内にある空家に相当する建築物で一戸建ての住
宅または併用住宅（居住の用に供する部分の面積が
延べ床面積の 2分の 1以上）
②町で実施しているほかの補助制度により住宅の改
修、修繕等を行った場合は、改修工事等の完了日か
ら１０年経過している
申込期限　期限なし

補助額　補助対象空家の工事に要した費用（上限
５０万円）
　また、空家除却に伴う固定資産税増税に対する奨
励金をあわせて交付（課税年度から起算し３年度分
を上限）
対　象　不良住宅調査結果により不良住宅と判定さ
れた空家
申込期限　１０月３０日（金）

補助額　危険なブロック塀等を除却または建替する
２分の１の費用（上限３０万円）
対　象　①②すべてに該当するもの
①町内に存するブロック塀等で、対象道路沿いにあ
り、道路の路面からの高さが１．２ｍを超えるもの
②傾斜・ひび割れ等があり倒壊するおそれがある状
態のもの
申込期限　１０月３０日（金）

木造住宅耐震診断者派遣事業 木造住宅耐震改修補助事業補助金

民間建築物アスベスト含有調査事業費補助金

不良住宅調査事業補助金 不良住宅空家除却支援事業補助金

ブロック塀等除却建替支援事業補助金

不良住宅調査事業補助金 不良住宅空家除却支援事業補助金

民間建築物アスベスト含有調査事業費補助金 ブロック塀等除却建替支援事業補助金

補助額　耐震診断に要する費用を全額補助（診断者 補助額　精密診断、耐震補強設計、耐震補強工事お

補助額　アスベスト含有調査に要する費用（上限

補助額　不良住宅調査費用の 2分の 1 補助額　補助対象空家の工事に要した費用（上限

補助額　危険なブロック塀等を除却または建替する

　一定面積以上の土地取引をした場合は、買主は町を経由して群馬県知事あてに土地売買等届出書

｜ 2020－93

　住宅に関係する下記の補助金を利用できます。各制度の住宅関係補助金を希望されるかたは、
都市建設課窓口まで問い合わせてください。



2020－9    ｜ 4

▶ 10月15日（木）～11月2日（月）

▶と　き
10月23日（金）
受付１３：００～１３：１５

10月15日（木）～

入園申込・面接期間

▶と　き
10月16日（金）
受付１３：００～１３：１５

　町教育委員会では、令和３年４月に小学校へ入学する児童を対象に健康診断を
行います。

問合せ先　学校教育課総務係（内線２４２）

平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生まれで、町内に住んでいる（住民登録している）児童

明和西小学校 明和東小学校

受付場所
明和西小学校体育館
対象行政区
新里・中谷・梅原・川俣・須賀・大輪・入ケ谷・矢島・
大佐貫・南大島（稲荷山地区【地番１～２８３】のみ）

受付場所
明和東小学校体育館
対象行政区
斗合田・下江黒・上江黒・千津井・江口・田島・
南大島（稲荷山地区【地番１～２８３】を除く）

明和こども園では、令和３年度に入園を希望する子どもの入園申込を次のとおり受け付けます。
※申込書は１０月１５日（木）からこども園で配付します。

問合せ先　明和こども園（☎８０－７７１１）

９：３０～１１：３０、１５：００～１７：００
※土曜・日曜日、祝日は除きます。
対　象　町内在住の児童
申込方法 保護者が対象児童同伴で来園し、申込用紙を提出
申込先　明和こども園　

対　象　３歳児～就学前児童
保育時間　８：３０～１４：００

対　象　０歳児～就学前児童
保育時間　８：３０～１６：００（早朝保育７：３０から、延長保育１８：３０まで）
※早朝・延長保育（長時間保育）は保護者が次のどれかに該当していることが必要です。
①就労している　　　　　　　②妊娠中または出産後間もない
③疾病または障害がある　　　④病人等を介護している
⑤災害の復旧にあたっている　⑥その他保育が必要と認められる場合

短時間保育（幼稚園型：１号認定児童）

長時間保育（保育園型：２・３号認定児童）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、今年度のこども園の施設見学
はご遠慮ください。

平成２６年４月２日～平成２７年４月１日生まれで、町内に住んでいる（住民登録している）児童

対　象

こども園の施設見学について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止

と　き と　き

対　象　３歳児～就学前児童

対　象　０歳児～就学前児童

来園等する際は、自宅で

検温（３７．５℃以下）を

済ませてからマスクの

着用をお願いします。

｜ 2020－95 ｜ 2020－95

問合せ先 健康づくり課健康づくり係（内線１７２）

10月1日（木）～令和3年1月9日（土）

対象の医療機関　下記の医療機関で事前に予約してください。医療機関により接種対象年齢が異なる場合や広報紙に
掲載されていない医療機関もあります。

※１　申請書は、健康づくり課窓口または町ホームページでダウンロードできます。
※２　２回接種の場合は必ず２回分まとめて申請してください。

対　象　次のいずれかに該当しているかた
①接種当日に満６５歳以上のかた（昭和３０年１２月３１日以前生まれ）は、個人通知します。
②６０歳以上６５歳未満であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害
を有する者として厚生労働省令に定めるかた（該当するかたは、事前に健康づくり課へ予診票※を受け取り）
※予診票は、健康づくり課窓口にあります。
自己負担額　１，０００円（生活保護世帯のかたは自己負担免除）
接種回数　１回

10月接種期間

対象の医療機関　下記の医療機関で事前に予約してください。医療機関により接種対象年齢が異なる場合や広報紙に

対　象　次のいずれかに該当しているかた

　町では、接種期間中に任意で行う１歳～中学３年生（１５歳）のインフルエン
ザ予防接種費用を一部助成します。また、高齢者のインフルエンザ予防接種につ
いても次のとおり実施します。

１歳～中学３年生（１５歳）までのインフルエンザ予防接種助成対象の医療機関
明
和
町

竹越医院

館
林
市

はまだクリニック 千
代
田
町

小西医院
福田ペインクリニック 星野こどもクリニック 千代田医院

館
林
市

うえの医院 堀越医院

大
泉
町

阿部医院
小曽根整形外科 真中医院 新井内科クリニック
海宝病院 横田医院 小児科おぎわらクリニック
神尾内科医院

板
倉
町

井上整形外科医院 たなか医院
公立館林厚生病院 板倉耳鼻咽喉科クリニック 蜂谷病院
ごが内科楡クリニック いたくら内科クリニック ましも内科 ･胃腸科
さくま内科胃腸科クリニック ふじの木整形 ･内科クリニック 益田小児科医院
澤田皮膚外科

邑
楽
町

井上医院 三浦医院
菅沼医院 今村クリニック 湯沢医院
高橋クリニック かさはら内科医院 県外 羽生総合病院
たけい小児科 ･アレルギー科 加藤医院
多々良診療所 金丸内科医院
長谷川クリニック 寺内医院

｜ 2020－95

対　象　接種日に町に住民登録している１歳～中学３年生（１５歳）のかた
申請期間　１０月１日（木）～令和３年３月３１日（水）
持参するもの　医療機関発行の領収書（インフルエンザの予防接種を受けたことがわかるもの）・印鑑・通帳
申請方法　申請書※

１に必要事項を記入し、健康づくり課窓口または郵送にて申請※
２

助成金額　２分の１補助で１回あたり上限２，０００円（ただし、１００円未満切り捨て）

詳しくは、
健康づくり課まで

問い合わせください！
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問　介護福祉課福祉係　内線１５２

問　介護福祉課福祉係　内線１５２問　健康づくり課保険年金係　内線１７３

問　総務課安全安心係　内線２１２

　町と社会福祉協議会では、地域福祉の推進に向けた
各種施策を実施するため、「明和町地域福祉推進計画」
を策定します。計画の策定にあたり、町民の意見を幅
広く聞き、計画に反映させていくため、町民の立場か
ら意見・提案してくれるかたを募集します。
応募資格
①町内在住の２０歳以上のかた（４月１日時点）で、
地域福祉について関心のあるかた
②懇談会に出席できるかた
募集人員 １人
任期期限 令和３年３月３１日（水）

▶応募締切 9月30日（水）

　全国で悲惨な交通事故が多発しています。心にゆと
りをもって安全運転を心がけましょう。

▶と　き 9月21日（月）～30日（水）

　町内在住の高齢者に敬老の意を表し、敬老年金（祝
い金）を支給します。今年度は新型コロナウイルス感
染症予防対策のため、口座振り込みで支給します。
対　象　町内に在住する７５歳以上のかた
　７５歳～７９歳　1人　３，０００円（年額）
　８０歳～　　　　1人　５，０００円（年額）
振込日について
９月１５日（火）に指定口座へ振込（支給）の予定
※申請していないかたは、受付期限を９月３０日（水）
まで延長しますので、介護福祉課またはふれあいセン
ターへ申請してください。（振込日は翌月以降）

　１０月１日から国民健康保険の被保険者証が新しく
なります。新しい被保険者証は、９月下旬に世帯主あ
てに家族分まとめて郵送します。ただし、国民健康保
険税を滞納している世帯については、納税相談を行い
被保険者証を交付します。
※旧被保険者証は個人情報がありますので、自身で処
分してください。
有効期限について
　被保険者証の有効期限は令和３年９月３０日です。
その期間内に後期高齢者医療制度（７５歳到達）およ
び退職者から一般（６５歳到達）に切り替わるかたは、
被保険者証が変わるため有効期限が異なります。
加入・喪失の届出について
　国民健康保険へ加入するときや喪失したときは、必
要書類を添えて速やかに届出をお願いします。

運動重点
①子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利
用の確保
②高齢運転者等の安全運転の励行
③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険
運転の防止

交通ルールを守って

群馬県・群馬県警察・群馬県交通安全協会
主唱 群馬県交通対策協議会
（事務局　群馬県県土整備部道路管理課交通安全対策室）

大
事
で
す

　
　
　安全
確
認

　
　
　
　
　
　右左

つながる笑顔

令和元年度ＪＡ共済群馬県小・中学生交通安全ポスターコンクール入賞作品
高崎市立吉井小学校（入賞当時４年生） 　岡野 希音（おかの ねね）さんの作品

運動
重点

● 子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
● 高齢運転者等の安全運転の励行
● 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

年間
スローガン

サブ
スローガン

9月21日 ～9月30日9月21日 ～9月30日月 水

9月30日　　は「交通事故死ゼロを目指す日」9月30日　　は「交通事故死ゼロを目指す日」水

年間
スローガン
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応募方法　応募用紙（町ホームページでダウンロード）
に必要事項を記入し、直接または郵送で介護福祉課へ
提出

｜ 2020－97

問　企画財政課企画政策係　内線２２２ 問　健康づくり課保険年金係　内線１７２

　新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金
保険料の納付が困難となった場合は、臨時特例措置と
して本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによ
る国民年金保険料の免除申請ができます。
対　象　２月以降に新型コロナウイルス感染症の影響
により収入が減少したかた
対象期間　令和元年度分（令和２年２月～６月）
　　　　　令和２年度分（７月～令和３年６月）
持参するもの
①免除・納付猶予申請書　
②所得の申立書
※申請書等は役場または
太田年金事務所へ提出し
てください。

１０月１日を調査基準日として、令和２年度国勢調
査を実施します。国勢調査は５年に１度実施する国の
最も重要な統計調査です。
対　象
日本国内に住むすべてのかたと世帯
調査方法
インターネットまたは調査票に記入

　問　住民環境課環境保全係　内線１４４

実施日 時　間 場　　　所

１０月
２２日（木）

  9：30 ～   9：50 斗合田集落センター
10：05～ 10：25 ふれあいセンタースズカケ駐車場
10：40～ 11：00 田島出荷所
11：15～ 11：35 江口集落センター　
13：00～ 13：20 梅原集落センター
13：35～ 13：55 中谷教学院　

２３日（金）

 9：30 ～   9：50 大佐貫農構改善センター
10：05～ 10：25 ふれあいセンターポプラ駐車場
10：40～ 11：00 大輪公民館　
11：15～ 11：35 矢島公民館
13：00～ 13：20 南大島農構改善センター
13：35～ 13：55 役場駐車場西側

２４日（土）  9：00 ～ 11：00 役場駐車場西側

　新型コロナウイルス感染拡大防止により、延期
となっていた令和２年度の犬の登録と狂犬病予防
注射【秋期】を次のとおり行います。
　狂犬病予防法により、生後３か月以上の飼い犬
に生涯１度の登録と年１回の狂犬病予防注射を受
けさせなければなりませんので、都合のよい会場
で必ず受けてください。

未登録の犬（登録・注射）　６，５００円
登録済みの犬（注射のみ）　３，５００円

犬の登録と狂犬病予防注射日程

登録注射料金

２３日（金）

２４日（土）

注射はちゃんと
受けてね！

国勢調査について、詳しく
は左記の二次元コードから総
務省ウェブサイトを確認して
ください。

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止または延期になる場合があります。

※ 9月１４日から総務大臣が任命した統計調査員が
調査票の配布や訪問等を行いますので、調査への理解
と協力をお願いします。
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　骨粗しょう症を早期発見しましょう。
と　き
ポプラ　１０月８日（木）～１０日（土）
９：３０～１１：３０
スズカケ　１０月１１日（日）～１３日（火）
１３：３０～１５：３０
ところ
ふれあいセンタースズカケ・ポプラ
対　象 町内在住のかた
申込方法　事前にふれあいセンタース
ズカケ・ポプラへ申し込む。
費　用 無料
申込・問合せ先
ふれあいセンター
スズカケ
（☎５０－１６０５）
ポプラ
（☎５５－８７１６）

　県内における成年後見制度の利用促
進を図るため、制度の概要や申立の方
法等、基本的な制度の普及啓発を行う
セミナーを開催します。
と　き　１０月２０日（火）
１３：３０～１５：３０

ところ 邑楽町中央公民館
対　象 県内在住のかた（定員２００人）
申込方法 介護福祉課で参加申込書に
必要事項を記入し、開催日２週間前ま
でに、郵送またはＦＡＸで群馬県社会
福祉協議会へ申し込む。
費　用 無料
申込・問合せ先
社会福祉法人  群馬県社会福祉協議会
生活支援課（☎０２７－２５５－６０３２
FAX０２７－２５５－６４４４）

　公立館林高等看護学院では、令和２
年度オープンキャンパスを行います。
（感染予防対策を徹底）
と　き　１０月２４日（土）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）
ところ　館林高等看護学院
内　容 施設見学、看護学生による看
護演習体験、学生との交流
持参するもの　上履き・飲み物、マス
ク着用
参加費　無料
問合せ先　公立館林高等看護学院
（☎７３－７１７５）

　危険物取扱者試験を実施します。ま
た、これに伴う準備講習会を開催しま
すので、希望するかたは併せて申し込
んでください。
受付期間共通
９月２８日（月）～１０月９日（金）
【準備講習会】
と　き　１０月２０日（火）
９：３０～１６：３０
ところ　館林消防本部
受講料　１２，５００円
（テキスト代含む）
定　員　５０人
申込・問合せ先
明和消防署（☎８４－３１３１）また
は館林消防本部（☎７２－８３６４）
【危険物取扱者試験（甲種・乙種・丙種）】
と　き　１１月１５日（日）
９：００～
ところ　関東学園大学　他
受験料　甲種　６，６００円　　
　　　　乙種　４，６００円
　　　　丙種　３，７００円
申込・問合せ先　一般財団法人　
消防試験研究センター群馬県支部
（☎０２７－２８０－６１２３）

オープンキャンパス

危険物取扱者試験

令和２年度成年後見
制度普及啓発セミナー

超音波骨密度・
足指筋力測定会

ペタンク大会結果                                

優　勝 大輪長寿会Ａチーム
準優勝 矢島・入ヶ谷万寿Ａチーム
３　位 大輪長寿会Ｂチーム

マイバックキャンペーン
抽選結果

　皆さんから２, ４５８件の応募
があり、約１２, ０００枚のレジ
袋を削減できました。
   ご協力ありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント等が中止または延期になる場合があります。

　町の入札結果を次のとおり、お知ら
せします。　　　　　　

都市建設課　　　　　８月２６日執行
令和２年度　明和町公共下水道事業　
枝線管渠築造工事（３２－１６－１工区）
場　所　　大佐貫地内
予定価格　１３，５６０千円
落札価格　１３，０００千円
業　者　　㈲司建設　

※予定・落札価格は税抜き金額です。

明和町プレミアム賞（商品券３万円分）
明和ケンゾー特別賞（肉＆刺身）
その他　９賞
  １０５人のかたが当選しました。
なお当選者の発表は発送をもって
かえさせていただきます。

賞品および当選者について

｜ 2020－99

　町では、平成１４年度に明和町環境
基本条例を制定し町民の生活環境の保
全および創造について基本理念を定め
町の生活環境の保全に務めています。
　また、環境美化・自然環境の保全に
貢献した個人および団体を顕彰してい
ますので、該当するかたがいましたら
推薦してください。
対　象
①町内在住・在勤・在学のかた
②町内で活動する団体
※推薦されたかたについては、審査の
うえ顕彰の決定します。
推薦方法　専用の推薦用紙を住民環境
課まで提出してください。
※推薦用紙は、住民環境課または町
ホームページでダウンロードできます。
申込期限　９月３０日（水）
問合せ先　住民環境課環境保全係

　　　　　　　 町では、マイナン
バーカード普及のた
め、申請に必要な顔
写真を無料で撮影し
ています。住民環境
課窓口で相談しなが

ら申請できますので、気軽に利用して
ください。
持参するもの　個人番号カード交付申
請書または本人確認書類（交付申請書
を持っていないかたは必要）
問合せ先　住民環境課住民係

　県では、9月を自殺予防月間として
います。昨年県内において、３５７人
のかたが自らの命を絶っています。そ
のかたの多くが、うつ病等の心の病を
抱えていました。心の不調のサインに

気づいたら早めにかかりつけの医師や
専門機関へ相談しましょう。また、身
の周りに悩んでいるかたがいたら声掛
け等サポートしてあげましょう。
相談・問合せ先
こころの健康相談統一ダイヤル
（☎０５７０－０６４－５５６）
と　き　月曜～金曜日
( 土曜・日曜日、祝日、年末年始は除く）
9：００～２２：００

　県では、9月３０日までを屋外広告
物美化キャンペーン期間として、違反
簡易広告物の除却作業や違反広告物の
是正指導等、屋外広告物の適正表示に
向けた取り組みを重点的に実施しま
す。
　屋外広告物を設置するためには、群
馬県屋外広告物条例に従って、許可を
受けることが必要です（小規模な自家
広告物等、一部の場合を除く）。
問合せ先　館林土木事務所施設管理係
（☎７２－４３５５）

発売日　１０月１日（木）～２３日（金）
抽選日　１０月３０日（金）
問合せ先　（公財）　群馬県市町村振興会
（☎０２７－２９０－１３５０）
※宝くじの収益金は、
市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われ
ますので、ぜひ県内の
宝くじ売り場でお買い
求めください。

　頭と身体を使い、楽しみながら記憶
力や認知機能の維持と向上を図り、体
力に自信のないかたも体験できます。

と　き １０月７日・１４日・２１日・
２８日、１１月４日（毎週水曜日）
１３：３０～１５：００
ところ ふれあいセンターポプラ
対　象 町内在住５５歳以上のかた
内　容 コグニサイズ（認知機能運動
と認知課題を組み合わせた取り組み）
費　用　無料
申込・問合せ先
ふれあいセンターポプラ　
（☎５５－８７１６）

と　き ９月２１日（月）
９：００～１１：００
ところ Ｂ＆Ｇ海洋センター
対　象 カヌーに興味のあるかた
内　容 カヌー体験、水辺の安全教室
※水着・帽子を持参してください。
申込方法 事前申し込み不要
費　用 大　人　　　３００円
　　　　高校生　　　２００円
　　　　中学生以下　１００円
問合せ先　Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎８４－５５１１）※月曜は休館日

　「緑の募金」は県内の森林整備、町
内小学校の「緑の少年団」活動費の助
成や苗木の配布等、緑化活動の一部に
活用している募金です。郷土の豊かな
緑を守り、育むため「緑の募金」に協
力をお願いします。
募金期限　１０月３１日（土）
募金箱設置場所　役場庁舎、町内公共
施設窓口、町内の店舗等
※事業者等を対象とした企業募金も受
け付けています。
問合せ先　住民環境課環境保全係

マイナンバーカード用
顔写真無料撮影

カヌー体験会

脳の活性化教室

自殺予防月間

町環境顕彰候補者の
推薦について

「緑の募金」
協力のお願い

ハロウィンジャンボ
宝くじ

屋外広告物
美化キャンペーン
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　８月６日、地域の活性化と住民サービ
スの充実を図るため、第一生命保険株式
会社と包括連携協定を締結しました。
　本協定は、保険業として全国における
地域課題の取組から得た第一生命保険株
式会社のノウハウを活用し、生活習慣病
やがん予防などを行っていきます。

　８月５日、矢島地区元気アップ教室で職員が
映像を交えながら「脳卒中から身を守ろう」の
話をしました。
　参加したかたは「映像で説明してもらえたの
でわかりやすくて、早めの対応が大切なのが良
くわかった」と話していました。

　８月４日、ふるさとの広場でケーブルテレビ
による地域に伝わる盆踊りを紹介する番組で、
明和音頭の収録が行われました。
　大佐貫すみれ会の鯉沼照子さんは「皆さんと
一緒に踊る機会ができて楽しかった」と話して
いました。

｜ 2020－911

図書館映画サロン

たのしい読み聞かせ
と　き　９月１９日（土）　１０：３０～
　毎月第３土曜日に、無料で絵本の読み聞かせや
工作等を行っています。
　今月は、絵本「ペネロペ  おおきくなったら
なにになる？」等の読み聞かせを予定しています。

ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ（プレジデント）
プレジデント社　月２回刊

寄付 採納

と　き　９月２７日（日）
ところ　日本キャンパックホール　　
入場料　無料
【子ども向け映画】１０：３０～（上映時間５０分）
　「忍たま乱太郎の宇宙大冒険
　　with コズミックフロント☆
　　　NEXT 土星の段・宇宙の果ての段」
【一般向け映画】　１３：３０～（上映時間９７分）
　「脇役物語」

新しく仲間入りした雑誌の紹介

※参加には、マスクの着用をお願いします。また、新
型コロナウイルスの影響により、中止になる場合があ
ります。

　最新号の貸出はできませんが、バックナンバーは
貸出できます。ぜひ図書館へお越しください。

月刊ニュースがわかる
毎日新聞出版　月刊

ＬＤＫ（エル・ディー・ケー）
晋遊舎　月刊

ＥＳＳＥ（エッセ）
扶桑社　月刊

珈琲時間
大誠社　季刊

－町への寄付、寄贈ありがとうございました－

明治安田生命から寄付
　８月３日、明治安田生命保険相互会
社の地元応援プロジェクト「私の地元
応援募金」の一環で２０３，9００円
の寄付をいただきました。

群馬県建設業協会から寄贈
　７月３０日、群馬県建設業協会館林
支部の小曽根支部長から避難所パー
ティション「KAMIKABE」を３基寄贈
していただきました。

中村優子さんから寄贈
　７月３１日、彫刻家として活躍して
いる中村優子さんから第４０回記念日
彫展に出展された「風の中へ」を寄贈
していただきました。
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施設名 問合せ先  9/20（日）
敬老の日

 10/28（水）
県民の日

Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｂ &Ｇ海洋センター
（☎８４―５５１１）

○※ ○

ふるさとの広場テニスコート ○

社会体育館
社会体育館

（☎８４―４６２６）

○

大輪公園グラウンドテニスコート 　　　  ○

と　き 内　容 出演者

第７回 9/28（月）   マンドリン マンドリン・ギタークラブ「すまいる」

第８回 10/28（水）
県民の日 ピアノ 根岸弥生

町民の皆さんが音楽を気軽に楽しめる場として、ロビーふれあいコンサートを
１２：１５から役場庁舎ロビー（１Ｆ）で開催します。

問合せ先　企画財政課
開催日程

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、次のイベントが中止となります。楽しみにして
いた皆さんや関係者にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

各イベント中止について

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、次のイベントが中止となります。楽しみにして

中止イベント 問合せ先

第２３回町民体育祭 社会体育館（☎８４―４６２６）

第１９回明和町産業祭 産業振興課農政係（内線１２４）

第２３回明和町文化祭 日本キャンパックホール（☎８４－５５５５）

フリーマーケット 住民環境課環境保全係（内線１４４）

めいわ福祉フェスティバル 介護福祉課福祉係（内線１５３）または社会福祉協議会（☎８４－４０１３）

めいわスポーツクラブ
グラウンドゴルフ大会 社会体育館（☎８４―４６２６）

※対象６０歳以上

※内容等変更になる場合があります。

敬老の日・県民の日に伴い次のとおり公共施設を無料開放します。（時間掲載がないものは通常の開館時間）

こちらは消費生活センターです　

明和町消費生活センター　☎８４－３２９９
月曜～金曜日　９：００～１７：００

（祝日、年末年始は休み）

｜ 2020－913

●無料法律相談
と　き　１０月９日（金）１０：００～１２：００
ところ　役場
対　象　明和町民
担　当　森尻光昭弁護士
受付期間　１０月１日（木）～８日（木）
住民環境課へ申し込みください（事前予約が必要）
●人権・行政・心配ごと相談
と　き　１０月１５日（木）１０：００～１５：００
ところ　役場

● 人口 11,191 人
前月比 － 2 人
前年比 －  66 人
男性 5,630 人
女性 5,561 人

● 世帯 4,321 世帯
前月比 ＋ 1 世帯
前年比 ＋ 48 世帯

（令和２年 8月 1日現在）

まだまだ多い
物干しざおの移動販売トラブル

※不審に思ったら、明和町消費生活センターや
警察に相談してください。

館林警察署明和町駐在所

　☎８４－２２００

消費者ホットライン　

　１８８（いやや）

「独立行政法人国民生活センター　
見守り新鮮情報　第 369 号より」

今月の表紙
　８月２１日、西部学
童保育所（ふれあいセ
ンターポプラ）で、夏
祭りが行われました。
　児童は「スーパー
ボールすくいやカード
ゲームが楽しかった」
と話していました。

　物干しざおの移動販売に関する相談が依然と
して寄せられています。販売価格を明確に伝
えられないまま、作業後に高額な請求をされる
ケースが多くみられます。購入前に「１本〇〇
円」と明確な販売価格を確認しましょう。
　領収書が渡されない、連絡がつかない等、返
金交渉が困難なケースもみられます。納得でき
ない場合はその場でお金を支払わないようにし
ましょう。
　無理やり支払いを求められた場合は、周囲の
人や警察に助けを求めましょう。車のナンバー
を記録しておくのもよいでしょう。
　契約の取り消しが可能な場合もあります。
困ったときは、消費生活センター等に相談して
ください。

～ ひとこと助言 ～  

～ 事例～  
物干しざおが古くなったので、

車で近所を回っていたさおだけ
屋を呼び止めた。値段を聞くと
「ニーキュッパ」だというので、
２, ９８０円だと思い 2本注文した。
　業者が長さを測って切った後、５９, ０００
円を請求してきた。1本２９, ８００円だった。
切ってしまった後なので断れないと思い、仕方
なく支払った。　　　　　　（６０歳代　女性）

９月　・固定資産税第３期納期限
　　　・国民健康保険税（普徴）第３期納期限
　　　・後期高齢者医療保険料（普徴）第３期納期限
　　　・介護保険料（普徴）第３期納期限
　　　※９月３０日（水）納期限
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変更になる場合がありますので必ず電話してから受診してください。

川田耳鼻咽喉科
☎ 72－3314

堀越医院
☎ 73－4151

たなか医院
☎ 62－2881

海宝病院
☎ 74－0811

－
はまだクリニック
☎ 80－1100

藤原医院
☎ 88－7797

岡田整形外科
☎ 72－3163

－
真中医院
☎ 72－1630

蜂谷病院
☎ 63－0888

川島脳神経外科
☎ 75－5511

－
土井レディスクリニック

☎ 72－8841
増田医院
☎ 82－2255

新橋病院
☎ 75－3011

川村耳鼻咽喉科
☎ 72－1337

後藤内科医院
☎ 72－0134

益田小児科※
☎ 62－5535

小曽根整形外科
☎ 72－7707

－
福田ペインクリニック

☎ 84－1233
横田医院
☎ 72－0255

澤田皮膚科外科
☎ 70－7703

今村クリニック
☎ 70－2221

ましも内科・胃腸科
☎ 62－2025

阿部医院
☎ 62－5428

慶友整形外科病院
☎ 49－9000

救急テレホンサービス（☎ 73－5699）：受診可能病院を紹介しています。

  ◆夜間　夜間急病診療所　
  　　　　☎ 73－2313
     午後 7時～ 10時（日曜日、祝日を除く）
　　　　  内科・小児科　※要電話確認
  ◆緊急　公立館林厚生病院
  　　　　☎ 72－3140
　　　　  内科系・外科系

館林邑楽歯科保健医療センター
☎ 73－8818

午前 9時～正午（受付 11時 30分まで）

  ●診療時間は、午前９時～午後５時

  ●耳鼻科の診療時間は、午前９時～午後１時

  ●内科系の※は、小児科のみとなります。

広告面 広告面

広吿 広告内容に関する質問などについては、明和町役場企画財政課に直接お問い合わせください。

｜ 2020－915
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ソーラン節を踊る子どもたち（東部学童保育所）

１０年後２０年後の自分は何をしていますか？

　ぼくは、パン屋になりたいです。理
由は、ふっかふかのパンを作って少し
でも、笑顔を作りたいからです。

パン屋かんごしさんよこづな
　夢に向かってがんばりたいことは
朝・昼・ばんのごはんを食べて運動と
べんきょうをたくさんすることです。

　私の将来の夢はかんごしです。理由
は、人を助けて家族や多くの人がけん
こうでいられるようにしたいからです。
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このコーナーでは、子どもたちへの取り組みや活動
を紹介しています。

　８月２１日、東西学童保育所（ふ
れあいセンタースズカケ・ポプラ）
で、夏祭りが行われました。
　東部学童保育所では、全員でソー
ラン節を踊り、輪投げやヨーヨー＆
スーパーボールすくいなどの屋台が
並び、夏休みを締めくくる楽しいひ
とときを過ごしました。
　ソーラン節を披露した奈良さんは
「全員がひとつになり踊ることがで
きました」と話していました。
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