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マイナンバーカードが
　　　健康保険証として利用できます！

３

　マイナンバーカード交付申請書がないかたは、住民環境課窓口また
は町ホームページで手書き用のマイナンバーカード交付申請書と封筒
がダウンロードできます。

①マイナンバーカードの取得
マイナンバーカード入手の手順

通知カードと一緒に送られ
てきた「マイナンバーカー

ド交付申請書」を使用し、右記のい
ずれかで申請してください。

スマートフォン 役場から「交付通知書（ハガ
キ）」が届きます。

※交付通知書は、申請から約１か月
ほどかかります。

「交付通知書（ハガキ）」に記
載されている必要書類を持参

し、住民環境課窓口でマイナンバー
カードを受け取ります。

パソコン

証明写真機 郵　便

オモテ ウラ

証明写真機

１ ２

３

問　住民環境課住民係または健康づくり課保険年金係

※医療機関・薬局によって開始時期が異なりますの
で、利用できる医療機関・薬局については、厚生労
働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで
確認してください。

　申請に必要な顔写真撮影を無料で
行います（指定された顔写真の持ち
込みも可）。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。

マイナンバーカードがある
かたは②から！

　健康保険証として、医療機関や薬局でマイナ
ンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使
えます！

　申請に必要な顔写真撮影を無料無料で
行います（指定された顔写真の持ち

住民環境課窓口で申請する場合

　就職・転職・引っ
越しをしても健康
保険証と
してずっ
と使える !

　マイナポータル

で確定申告の医療

費控除が

簡単にで

きます！

　マイナポータル

で特定検診情報や

薬剤情報・

医療費が見

られます！

３月から順次運用スタート！

　マイナポータル

で確定申告の医療

費控除が

簡単にで

きます！

で特定検診情報や

他にも生活をより便利にサポートします！

｜ 2021－23

②健康保険証利用申し込みについて
次のいずれかの方法で申し込みが可能

スマートフォン（iPhone 端末）の場合

NFC 対応機種 カードリーダー
が別途必要

スマートフォン パソコン

　マイナンバーカード取得時に設定
した数字４桁のパスワード（電子
証明書）は、忘れないように自身で
保管してください。また、通知カー
ドだけでは、健康保険証としての
利用およびマイナポータルへの申し
込みはできません。

事前に確認すること

４

　マイナンバーカー
ドの読み取りは、機
種により異なります
ので、自身の機種を
確認してから行って
ください。

スマートフォンにマイナン
バーカードをセットして

「申し込む」をタップします。

３２
マイナポータル利用規約
を確認し「同意して次へ進

む」をタップします。

併せてマイナポータルの利用
者登録を行えます。利用者登録
する場合は、チェックしてくだ
さい。利用者登録は、後からで
もできます。

１「マイナポータル」のアプ
リをダウンロードし起動

後、「健康保険証利用申込」をタッ
プし、ブラウザを起動します。

アプリの起動

５
申込状況に「正常に受け付
けました。」と表示が出た

ら申し込み完了です。

　２月下旬にマイナポータルの
トップ画面「申込状況を確認」
からログインして、健康保険証
としての登録状況が「登録完了」
となっていることを確認してく
ださい。

右記のＱＲコード
を読み取り、アプリ
をダウンロードしてく
ださい。
※通信料が別途かか
ります。

Android のかたiPhoneのかた

Google PlayApple Store

　パスワード入力を３回連続で
間違えると住民環境課窓口で再
設定を行う必要がありますの
で、注意してください。

マイナンバーカード読み
取り後、マイナンバーカー

ド取得時に設定した数字４桁のパ
スワード（電子証明書）を入力し
て「次へ」をタップします。

＊＊＊＊

　電子証明書の有効期限は、
電子証明発行の日から５回目
の誕生日までです。

※Android 端末の場合は、【１】➡【２】➡【４】➡【３】➡【５】の順番になります。

マイナンバーカードで

自身のスマートフォン

またはパソコンから

簡単に申し込みが

できます！

用意するもの

・マイナンバーカード
・スマートフォンまたはパソコン
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令和２年度
町では、町職員給与等のあらましを町民の皆さんに理解していただくため、次のとおり公表します。

区分
住民基本
台帳人口
（31年度末）

歳出額
（Ａ） 実質収支 人件費

（Ｂ）
人件
費率
（B/A）

（参考）
30年度の
人件費率

年度

31

人

11,226

千円

5,538,277
千円

302,984

千円

949,797

％

17.2

％

16.0

区　　分 給料月額等（円）期末手当支給割合 退職手当

給　料
町　長 785,000

4.5 月分

520/100 ×在籍年数　任期毎
副町長 636,000 300/100 ×在籍年数　任期毎
教育長 591,000 270/100 ×在籍年数　任期毎

報　酬
議　長 318,000

-副議長 243,000
議　員 220,000

区　分
一般行政職

平均給料月額（円）平均年齢（年）
明和町 295,880 38.7
国 327,564 43.2

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 主事の職務
人

8

％

7.1

２級 主任の職務
人

21

％

18.8

３級 係長に相当する職
または主査の職務

人

39

％

34.8

４級 係長の職務
人

19

％

17.0

５級 課長補佐の職務
人

12

％

10.7

６級 課長の職務
人

13

％

11.6

区　分
明和町 国

初任給 2年後の給料 初任給 2年後の給料

一般行政職
大学卒 182,200 193,900 182,200 193,900
高校卒 150,600 158,900 150,600 158,900

明和町 国

期
末
・
勤
勉
手
当

　（２年度支給割合）　
　期末手当　　　勤勉手当
　2.60　月分　  1.9  　月分
  （1.45）月分　  （0.87）月分

　（２年度支給割合）
　期末手当　　　勤勉手当
　2.60　月分　  1.9  　月分
  （1.45）月分　  （0.87）月分

　（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算　5～ 15％
・管理職加算　なし

　（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算　5～ 15％
・管理職加算　10～ 25％

退
職
手
当

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続20年 19.6695月分   24.586875月分
勤続25年28.0395月分　   33.2708月分
勤続35年39.7575月分　      47.709月分
最高限度額   47.709月分　      47.709月分
その他の加算措置　定年前早期退職特例
　　　　　　　　　措置（２～20％）

（支給率）　自己都合　勧奨・定年
勤続20年19.6695月分   24.586875月分
勤続25年28.0395月分　    33.2708月分
勤続35年39.7575月分　       47.709 月分
最高限度額  47.709月分　       47.709月分
その他の加算措置　定年前早期退職特例
　　　　　　　　　措置（3～45％）

区分
職員数
（Ａ）

給与費 一人当た
り給与費
（B/A）給与 職員手当 期末・

勤勉手当 計（Ｂ）

年度

2

人

108

千円

406,731

千円

67,452

千円

163,065

千円

637,248

千円

5,900

□人件費の状況
（平成３１年度一般会計決算）

□職員給与費の状況
（令和２年度一般会計予算）

□特別職の報酬等の状況
（令和２年４月１日現在）

（注） １職員手当には退職手当を含まない。
　　  2 給与費は当初予算に計上された額である。

（注）退職手当は群馬県市町村総合事務組合より支給される。

□職員の平均給料月額および平均年齢の状況
（令和２年４月１日現在）

□初任給の状況
（令和２年４月１日現在）

□一般会計の級別職員数の状況
（令和２年４月１日現在）

□職員手当の状況
（令和２年４月１日現在）

（注） １明和町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
　　  2標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注） 期末・勤勉手当の（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

問　総務課総務係（内線２１３）

｜ 2021－25

明るい選挙啓発ポスターコンクール

佳作　
西小１年
鎗田 望人さん

佳作　
東小３年
松本 彩愛さん

佳作　
明中１年
新井 汐さん

佳作　
館林商工３年
中村 光瑠さん

　町で就職をしたいかたや企業の話を聞きたいかたを対象に
就職ガイダンス in 明和町を開催します。

問　産業振興課商工係

と　き　2 月２７日（土）１３：００～１６：００
ところ　町社会体育館
費　用　無料　

申込方法
産業振興課へ郵送またはメールでの事前申し込みが必要です。
※随時受け付けています。

郵送の場合
　公共施設等においてあるチラシに必要事項を
記入し産業振興課へ郵送してください。
【郵送先】
〒３７０－０７９５
群馬県邑楽郡明和町新里２５０－１
明和町役場　産業振興課　宛
〔就職ガイダンス in 明和町 申込用紙在中〕

　右記のＱＲコードから
必要事項を記入の上、申
し込む。

　検温の実施やマスク着用・
手指消毒・会場内の換気・入
場制限の実施等、皆さんのご
理解・協力をお願いします。

新型コロナウイルス
感染症の対策

参加企業等に関
しては、町ホーム
ページを確認して
ください。

　令和２年度明るい選挙啓発ポスターコンクール県審査で、町内小中学校および
館林商工高等学校の中から、佳作４点、入選１点の合計５人が受賞しました。

－　合計２７６点の応募ありがとうございました　－

問 　選挙管理委員会（総務課）

メールの場合
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　令和２年１０月号広報紙で掲載しました国民健康保険
の被保険者で、新型コロナウイルス感染または感染の疑
いがあり療養のため就労できず、給与を受け取ることが
できなかった場合に支給する傷病手当金の適用期間が、
令和２年１月１日から令和３年３月３１日（水）まで延
長されました。

問　健康づくり課健康づくり係・保険年金係　内線１７２

▶延長期限 3月31日（水）

対　象　①～④のすべてに該当するかた
①国民健康保険の被保険者で、給与等の支給を受けてい
る被用者
②新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑い
で、就労できない期間がある
③②の期間で、就労を予定していた日があり、その給与
の全部または一部の支給が受けられない
④②の理由により３日連続して仕事を休み、４日目以降
の休みが令和２年１月１日から令和３年３月３１日まで
の期間（入院が継続する場合等は、最長１年６か月）

※申請を希望する場合は、事前に健康づくり課へ問い合
せしてください。

2
3

÷    就労日数    × × 就労予定
日数

直近の継続した
３か月間の給与
収入の合計額

支給金額

　新型コロナウイルス感染症、重症化リスクの大きさを踏まえて下記の表のとおり、対象者順に新型
コロナワクチン接種を開始します。

対　象
①医療従事者等　　　　　②６５歳以上のかた　　　③基礎疾患を有するかた
④高齢者施設等従事者　　⑤６０～６４歳のかた　　⑥①～⑤に該当しないかた

　新型コロナウイルス感染症、重症化リスクの大きさを踏まえて下記の表のとおり、対象者順に新型

　詳しい予防接種体制等に
ついては、決まり次第、町
ホームページまたは広報紙
等でお知らせします。

｜ 2021－27

問　都市建設課都市開発係　内線１３４問　健康づくり課健康づくり係　内線１７２

　高齢者肺炎球菌ワクチンの予
防接種を希望するかたは、期限
までに接種を受けましょう。

▶接種期限 3月31日（水）

　下記の地区に関する都市計画が令和 2 年１２月
２５日付けで変更になりましたので、関係図書の縦覧
ができます。
※詳しくは都市建設課または県都市計画課（☎０２７
－２２６－３６５４）へ問い合わせしてください。

対　象
①令和２年度中に満６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・
８５歳・９０歳・９５歳・１００歳になるかたで未接
種のかた
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
※対象のかたで予診票がないかたは健康づくり課ヘ問
い合わせしてください。

問　健康づくり課健康づくり係　内線１７２ 問　介護福祉課福祉係　内線１５２

対　象　（次のいずれかに該当するかた）
①特定医療費（指定難病）受給者
②小児慢性特定疾病医療受給者
③人工肛門装着患者
④人工透析療法対象のかた
※介護保険法または障害者総合支援法の施設入所者等
は対象外です。

▶申請期限 2月26日（金）
　　　　　　１４：００

申請方法　医療受給者証・手帳・本人名義の通帳・印
鑑を持参し介護福祉課へ申請してください。

　二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種は、乳児
期に接種した三種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）
の予防接種を強化するために必要です。接種が済んで
いないかたは期限までに接種を受けましょう。

▶接種期限 3月31日（水）

対　象　
平成２０年４月２日～平成２１年 4月１日生
（小学校６年生に相当する年齢のかた）

※対象のかたへ個別に通知をし
ましたので、予診票がないかた
は健康づくり課へ問い合わせし
てください。

縦覧場所
①町都市建設課、館林土木事務所および県都市計画課
②③町都市建設課および県都市計画課

縦覧内容
地区名 変更箇所

明和町役場庁舎周辺地区
 明和東部工業団地地区

明和矢島地区

①館林都市計画区域区分
（群馬県決定）

②館林都市計画用途地域
（明和町決定）

③館林都市計画地区計画
（明和町決定）
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　農業委員および農地利用最適化推進
委員を募集します。
①農業委員
対　象　農業に関する知識があり、農
業委員会の業務を適切に行うことので
きるかた
募集人数　１１人
②農地利用最適化推進委員
対　象　農業に関する知識があり、農
地の集積・集約化等の推進に熱意のあ
るかた
募集人数　８人
①②共通
任期期間　令和３年７月２９日～令和
６年７月２８日
募集期間
２月１６日（火）～３月１５日（月）
申込方法　個人・団体等からの推薦状
または本人が農業委員会へ申し込む。
申込・問合せ先
農業委員会（産業振興課内）

　季節の花や植
物を組み合わせ
てオリジナルの
寄せ植えを作り
ます。ぜひ参加
してください。

と　き ３月１３日（土）
１０：００～１１：３０
ところ 中央公民館
対　象 町内在住・在学・在勤のかた　
定　員　２０人
申込期限　２月２８日（日）
１７：００
申込方法　中央公民館へ直接申し込む。
費　用 ２, ５００円（材料費）
※教室当日に持参してください。
申込・問合せ先　中央公民館
（☎８４－４４９１）

と　き　２月１８日～３月１８日
（毎週木曜日　全５回）
９：３０～１０：３０
ところ Ｂ＆Ｇ海洋センター
内　容 水中ウォーキング、アクアダ
ンス
申込方法　海洋センターへ直接申し込む。
費　用 大人３００円
（使用券のみで参加できます）
申込・問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎８４－５５１１）※月曜は休館日

　海洋センターでは、長期水泳教室の
参加者を募集します。
　各教室は次のとおりです。
○小学生水泳教室
○特級水泳教室
○４歳児（年中）幼児アクア水泳教室
○５歳児（年長）幼児アクア水泳教室
○レディース水泳教室
○レベルアップ水泳教室
○マスターズ水泳教室
○シニア水泳教室
○いきいき水泳教室
○チャレンジスイム教室
費　用　入会金 ３，０００円
　　　　月会費 ２，０００円
申込期限　２月２８日（日）
申込方法　海洋センターへ直接申し込む。
申込・問合せ先　Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎８４－５５１１）※月曜は休館日

と　き 梅コース　2月１７日（水）
　　　　竹コース　2月２４日（水）
　　　　松コース　3月　3日（水）
　　　　１０：００～１１：００

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
定　員 各１５人
申込方法 松竹梅コースのうち都合の
良い１日を選んで、ふれあいセンター
ポプラへ直接申し込む。
※必要なかたは眼鏡を持参してください。
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 2月２５日、３月４日・１１日
（毎週木曜日　全 3回）
１０：００～１１：００
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
定　員 １５人
持参するもの　飲み物・フェイスタオ
ル・５００ml の空きペットボトル
申込方法 ふれあいセンターポプラへ
直接申し込む。
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 2月２５日、３月４日・１１日
（毎週木曜日　全 3回）
１０：００～１１：３０
ところ ふれあいセンタースズカケ
対　象 町内在住５５歳以上のかた
定　員 １５人
持参するもの　上履き・飲みもの・ヨ
ガマット等
申込方法 ふれあいセンタースズカケ
へ直接申し込む。
※予約は、受講されたことのないかた
を優先とします。
費　用 無料
申込・問合せ先
ふれあいセンター
スズカケ
（☎５０－１６０５）

水中健康アクア教室

脳トレ教室

令和３年度
長期水泳教室

季節の
ガーデニング教室 for 春　

農業委員・農地利用
最適化推進委員

スクエアステップ
体操教室

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。

健康体操

｜ 2021－29

　安全な血液製剤を
安定供給するため、
皆さんの温かい協力
をお待ちしています。
（献血バスによる採血）
と　き ３月３日（水）
９：３０～１２：００
ところ 役場 
問合せ先 介護福祉課福祉係

　平成３０年９月に発行した明和町プ
レミアム付商品券の使用期限は、２月
２８日（日）までです。必ず期限内に
使用してください。
※期限が過ぎた商品券の使用および商
品券の払い戻しはできませんので、注
意してください。
問合せ先　町商工会（☎８４－３１３０）

　4月から有料になるラクシーの運行
や料金等についての説明会を行います。

と　き ３月８日（月）
１０：００～、１３：３０～
ところ　老人福祉センター
対　象　4月から利用したいかた
問合せ先　社会福祉協議会
（☎８４－４０１３）

　亡くなられたかたが、不動産（土
地 ･建物）を所有していた場合に、相
続登記が済んでいなければ、速やかに
売買や住宅ローンを組むことができな
い、公共工事が設計通り進まない等の
様々な問題が生じます。自分の権利と
次世代の子供たちのために、相続登記
をしましょう。
　相続登記の手続については、前橋地
方法務局ホームページ「不動産申請手
続」を確認するか、前橋地方法務局太
田支局に相談（予約制）してください。
問合せ先　前橋地方法務局太田支局
（☎３２－６１００）

　「ねんきんネット」とは、基礎年金
番号があるかたを対象に２４時間どこ
でも、パソコンやスマートフォンから
自身の年金情報を確認できるサービス
です。

「ねんきんネット」でできること
○自身の年金記録の確認
○将来の年金見込額の確認
○各種通知書の再交付申請
○届書の作成支援等
　「ねんきんネット」を利用するには、
パソコンやスマートフォンからユー
ザー登録を行ってください。後日ユー
ザー IDをハガキでお知らせします。
用意するもの
基礎年金番号・メールアドレス等
※ねんきん定期便に記載されているア
クセスキー（有効期限：到着後３か月）
を使用して登録すると即時にユーザー
IDが取得できます。
問合せ先　日本年金機構　
（ナビダイヤル）
（☎０５７０－０５８－５５５）
※「ねんきんネット」に関する専用ダ
イヤルです。

　館内清掃のため終日休館になります。
と　き
スズカケ　３月１４日（日）
ポプラ　　３月　７日（日）
ところ
ふれあいセンタースズカケ・ポプラ
問合せ先 ふれあいセンター
スズカケ（☎５０－１６０５）
ポプラ　  （☎５５－８７１６）

献血のお願い

土地・建物の相続登記
はお済みですか？

「ねんきんネット」の
活用について

ふれあいセンター
清掃休館

町プレミアム商品券
使用期限のお知らせ

作品展示について

ラクシー説明会

献血と同時に骨髄
バンクのドナー
登録もできます。

令和２年度中央公民館作品展書き初め入賞者「町民憲章、町の木、町の花普及事業」作文入賞者
学年 氏　名 学年 氏　名 学年 氏　名

東小 １年 砂賀 紅 西小 ３年 川端 隆太 西小 つくし 金田 悠希
２年 長谷川 あずさ ３年 中島 杏奈 わかば 小菅 ティアラ
３年 藤野 日和望 ４年 小川 遙士 明中 １年 関口 桃子
４年 天海 美祐 ４年 久保田 琉愛 １年 田口 帆夏
５年 岡部 慧悟 ４年 黒澤 武琉 １年 住吉 優奈
６年 中村 碧 ５年 泉田 奏宙 2年 飯塚 隆寛

西小 １年 高坂 優生 ５年 小池 城 2年 髙瀬 今日香
１年 薗田 勇人 ５年 伊藤 綾音 2年 小林 由喜
２年 木島 はる ６年 川島 優斗
２年 稲田 佳恭 ６年 毛利 藍衣

学年 金　賞 銀　賞 銅　賞
小学生の部１年 大津 友梨華 黒澤 あかり －

２年 泉田  匠志 鳴海 百芭 新田 桃花
３年 柿沼  類 勝野 陸翔 住吉 陽奈
４年 柿沼  葵 安原 花恋 稲田 丞真
５年 田口 結渚 谷 柚花 髙橋 立樹　
６年 坂巻 希音 丸山 結愛 加藤 心

中学生の部 西田 舞彩 稲田 乙樹 住吉 優奈

中央公民館で2月２８日（日）
まで作品を展示します。

　町民憲章、町の木、町の花普及事業および書き初め大会等の結果をお知らせ
します。（敬称略）　　　　　　　問合せ先 中央公民館（☎８４－４４９１）
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　１月１０日、日本キャンパックホールで令
和２年度明和町成人式が行われました。
　新成人の堀口純太郎さんは「この先ど
んな困難があっても逃げずに、前を向い
て本気で挑戦し、お世話になったかたへ
最高の恩返しをしたい」と答辞を述べま
した。

｜ 2021－211

　１月２２日、中学校で２年生を対象に消費生
活に関する講習が行われました。
　消費生活センター職員は、通信販売のリスク
などを説明し「買うのは簡単にできるが、解約
は簡単にできないので、よく考えてから買いま
しょう」と話していました。

　１月１４日、こども園の遊戯室でもちつきが
行われました。
　園児たちは、蒸しあがったもち米に「ご飯の
匂いがする」「おいしそう」などの歓声をあげ、
年長児が交代で杵と臼を使って餅をつき、大き
な鏡餅ができあがりました。　

　１月１６日、メイワケンゾーで館林商工高等
学校３年生の食品ロス削減プロジェクト班が、
フードドライブ（余っている食品回収活動）を
行いました。
　生徒は「各家庭からの協力をお願いしていま
す」と話していました。

　１月１６日、ふれあいセンターポプラで館林
出身の落語家三松亭小松さんが、演目「味噌豆」
や「ちりとてちん」などの落語を披露しました。
　参加者は「笑う機会が少なくなっている今、
久しぶりに大笑いできて楽しかった」と話して
いました。
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図書館映画サロン

と　き ２月２８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８０分）
「おしりたんてい④ププッ かいとう たい たんてい」
【一般向け映画】　１３：３０～（上映時間１２４分）
「三度目の殺人」

たのしい読み聞かせ

と　き　２月２０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「ほら、ぼくペンギンだよ」等の
読み聞かせを予定しています。他にもワクワクす
る絵本を用意しています。

　町民の皆様より、赤十字事
業につきまして格別なご支援
をいただきました。
活動資金
２，２３０，５６０円

日赤活動資金および社明封筒募金等について

　社会を明るくする運動明和町推進委員会
と保護司会が中心となり、町民の皆様に募
金のご協力をお願いしたところ、多額のご
支援をいただきました。
募　金　３４６，３５０円

　１２月２３日、館林商工高
等学校課題研究ナマズ販売促
進班の生徒より、世界各地の
紛争や自然災害に苦しむかた
へご支援をいただきました。
募　金　２，３７０円

他にも候補作品が続々と
入荷します。

※参加される際はマスクの着用をお願いします。

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

問　介護福祉課福祉係

活動資金（寄附金） 海外たすけあい募金

封筒募金

　日本赤十字社活動資金および社会を明るくする運動封筒募金
等に、皆さんのあたたかいご支援をありがとうございました。
　日本赤十字社活動資金および社会を明るくする運動封筒募金

宇佐見 りん／著
『推し、燃ゆ』
河出書房新社／出版

西條 奈加／著
『心淋し川』
集英社／出版

日本赤十字社

社会を明るくする運動

他にも候補作品が続々と
入荷します。

　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。
※２月２６日（金）に予定していた南米音楽
コンサートは出演者の都合により延期しま
す。改めて開催日が決まりましたら、お知ら
せします。

開催日程

※内容等変更になる場合があります。
問合せ先　企画財政課

と　き 内　容 出演者

２月は休みます

第 12 回 3/29（月）   フルート＆ピアノ 飯野景子

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）

｜ 2021－213

●無料法律相談
と　き　３月１０日（水）１０：００～１２：００
ところ　役場
対　象　明和町民
担　当　福島武弁護士
受付期間　３月１日（月）～８日（月）
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　３月１５日（月）１０：００～１５：００
ところ　役場

● 人口 11,088 人
前月比 － 19 人
前年比 － 181 人
男性 5,562 人
女性 5,526 人

● 世帯 4,283 世帯
前月比 － 6 世帯
前年比 － 21 世帯

（令和３年１月 1日現在）

２月　・国民健康保険税（普徴）第８期納期限
　　　・後期高齢者医療保険料（普徴）第８期納期限
　　　・介護保険料（普徴）第８期納期限
　　　※３月１日（月）納期限

　数年前に災害時の備蓄として、購入してお
いたカセットボンベをコンロで使用したとこ
ろ、ボンベから火が出た。すぐに消し止めたが、
シューと音が漏れていた。　（６０歳代　男性）

長期保管のカセットボンベ　
ガス漏れに注意
～ 事例 ～  

※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 380 号」より

今月の表紙
　１月１０日、コロナ
禍で開催が危ぶまれる
中、実行委員の皆さん
は感染対策をしつつ、
力を合わせて成人式を
行いました。

～ ひとこと助言 ～  
　カセットボンベは、製造から長期間経過した
り、保管環境が悪かったりすると、内部パッキ
ンの劣化等によってガス漏れする可能性があり
大変危険です。
　使用期限の目安は製造後約 7年とされていま
す。製造年月日を確認してから使用しましょう。
製造年月日が分からないものや金属部分に変形
やさびが見られるものは使用をやめましょう。
　先端のキャップを付けた状態で、直射日光の
当たらない４０℃以下の湿気の少ない場所で保
管しましょう。
　カセットボンベは、中のガスがなくなるまで
使い切り、各収集場所に出しましょう。古いボ
ンベやガスが残っている状態で処分したい場合
は、製造事業者等へ問い合わせましょう。

カセットボンベの処理に関する問合せ先
一般社団法人日本ガス石油機器工業会　
カセットボンベお客様センター
（☎０１２０－１４－９９９６）　
受付時間　平日　１０：００～１２：００
　　　　　　　　１３：００～１６：００　　　　　　　　
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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。

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。

－
おうら病院
☎ 88－5678

星野こども※
☎ 70－7200

阿部医院
☎ 62－5428

慶友整形外科医院
☎ 49－9000

－
須田内科医院
☎ 63－1414

多々良診療所
☎ 72－3060

堀井乳腺外科
☎ 55－2100

板倉耳鼻咽喉科
☎ 80－4333

はまだクリニック
☎ 80－1100

金丸内科医院
☎ 88－3200

館林医院
☎ 74－2112

－
たなか医院
☎ 62－2881

長谷川クリニック
☎ 80－3311

小西医院
☎ 86－2261

田沼整形外科医院
☎ 88－9223

－
県西在宅クリニック館林

☎ 55－3818
竹越医院
☎ 84－3137

真中医院
☎ 72－1630

川田耳鼻咽喉科
☎ 72－3314

蜂谷病院
☎ 63－0888

菅沼医院
☎ 72－9090

高木整形外科
☎ 62－6611

後藤内科医院
☎ 72－0134

神尾内科医院
☎ 75－1288

館林市夜間急病診療所
☎ 73－2313

  ◆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。
  ●高木整形外科は、午前のみの診療となります。

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。

｜ 2021－215

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面

広告面



書き上がり笑顔がのぞく児童

１０年後２０年後の自分は何をしていますか？

　車は、移動に重要です。私は、そん
な車を作る人になりたいです。そして、
作った車を使ってもらいたいです。

将来の夢未来の私将来の夢
　「笑顔を売るパン屋」私はそんなパ
ン屋になりたいです。パンを買った時
の笑顔を私は見たいです。

　私は、絵を描くのが好きなので、イ
ラストレーターになって、みんなが笑
顔になれるような絵を描きたいです。
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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。

　１月１３日から１５日、東小学
校の体育館で書き初め大会が行わ
れました。
　静まり返った空間で、６年生は
条幅に自分の夢を思い描きながら
「将来の夢」と力強く筆を運んでい
ました。
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