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　今回の機構改革は、医療・保健センター複合施設が１０月に完成予定であることやコロナ禍にお
ける生活様式の変化等、町を取り巻く環境の変化に適切に対応し「オールインワンのまちづくり」
を進めていくためのものです。
　町の体制や配置等が変わりますので、皆さんのご理解・協力をお願いします。

問　総務課総務係

４月１日~

町の体制や配置等が変わります！

※３階の変更はありません。
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課　名 主な業務

総務課
秘書、選挙、職員、文書、
消防、防災、交通、防犯
等

企画財政課
企画、広報広聴、統計、
情報政策、広域行政、
予算、庁舎管理、監査等

税務課 町税の賦課徴収、国税、
県税、町図等

住民環境課
戸籍、住民票、印鑑登録、
パスポート、環境対策、
廃棄物行政、狂犬病予防、
公害対策等

健康づくり課
健康相談、母子・成人保健、
感染症予防、保健センター、
国民健康保険、後期高齢者
医療、国民年金等

介護福祉課

介護保険、地域包括支援
センター、高齢者福祉、
児童福祉、障害者福祉、
学童保育、ふれあいセン
ター等

産業振興課
農業振興、就農支援、
農地集積、商工業支援、農
業委員会、観光、労使教育
委員会、消費生活センター等

都市建設課
都市計画、公園、町営住宅、
土地開発、空き家、道路、
河川、橋梁、下水道等

出納係 現金の出納・保管、
有価証券の出納・保管等

議会事務局 町議会の運営等

学校教育課
教育委員会、小中学校、
こども園、奨学金、
給食センター等

生涯学習課
社会教育、文化振興、
スポーツ振興、公民館、
日本キャンパックホール、
社会体育館、海洋センター等

課　名 主な業務

総務課
【統　合】

秘書、選挙、職員、文書、消防、
防災、交通、防犯、企画、
広報広聴、統計、情報政策、
広域行政、予算、庁舎管理、
監査等

税務課 町税の賦課徴収、国税、県税、
町図等

住民保険課
【新　設】

戸籍、住民票、印鑑登録、
パスポート、国民健康保険、
後期高齢者医療、国民年金等

健康こども課
【新　設】

健康相談、母子・成人保健、
感染症予防、保健センター、
児童福祉、学童保育、
ふれあいセンター等

介護福祉課
【業務変更】

介護保険、地域包括支援センター、
高齢者福祉、障害者福祉等

産業環境課
【新　設】

農業振興、就農支援、農地集積、
商工業支援、農業委員会、観光、
労使教育委員会、消費生活センター、
環境対策、廃棄物行政、狂犬病予防、
公害対策、空き家等

都市建設課
都市計画、公園、町営住宅、
土地開発、道路、河川、
橋梁、下水道等

会計課
【新　設】

現金の出納・保管、
有価証券の出納・保管等

議会事務局 町議会の運営等

学校教育課
教育委員会、小中学校、
こども園、奨学金、
給食センター等

生涯学習課
社会教育、文化振興、
スポーツ振興、公民館、
日本キャンパックホール、
社会体育館、海洋センター等

【機構改革後（４月１日～）の組織】【現行の組織】 【機構改革後（４月１日～）の組織】【現行の組織】



　町民の皆さんが安心して新型コロナワクチン接種ができるように、
国・県・館林市邑楽郡医師会等と連携して進めていきます。

問合せ先　健康づくり課健康づくり係

※内容等は、３月１日現在の情報です。

まず、６５歳以上のかたを

対象に、町から新型コロナワクチ

ン接種のクーポン券を送付します。

　予約には、クーポン券（発券番
号）が必要です。

①町の
コールセンター

②県のＬＩＮＥ

09：3092％

コールセンター

１

　個別接種可能な医療機関については、
現在調整中です。決まり次第、町ホー
ムページ・広報紙等でお知らせします。

09：3092％

接種回数 ２回接種接種回数

接種日程 週１～２回を予定 接種会場 中央公民館

接種費用 無料

接種までの流れ

接種回数 ２回接種２回接種接種回数 ２回接種 接種費用 無料無料無料

接種までの流れ

※内容等は、３月１日現在の情報です。※内容等は、３月１日現在の情報です。

　以降、順次対象のかたへクーポ
ン券を送付します。届いたら必ず
内容の確認をしてください。

新型コロナワクチンのＱ＆A

次の①または②の方法で

ワクチン接種日を予約します。

２ 予約した接種日に中央公

民館で接種してください。

３

②県のＬＩＮＥ

09：3092％

09：
30

92 ％

09：3092％

Ｑ ワクチン接種ができない
かたは？

09：3092％

Ｑ 変異株の新型コロナウイル
スにも効果はありますか？

ワクチン接種ができない

重症化リスクや医療提供体制の確保

等を踏まえ、次の①～⑥の優先順位で

行います。

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１６歳以上のかた

Ａ

09：3092％

変異株の新型コロナウイル

国から供給されているワクチンを接

種します。また、複数のワクチンを

供給している場合、１回目に接種したワク

チンと同じ種類のワクチンを接種する必要

があります。

Ａ
09：3092％

薬を飲んでいるため、ワクチン接種が

できないという薬はありません。しか

し、基礎疾患、免疫不全、病状が重いかた

等は、かかりつけ医と相談してください。

Ａ 09：3092％

ウイルスは絶えず変異していくもの

で、小さな変異でワクチンの効果が

なくなるわけではありません。変異株等の

情報を収集しつつ、適切に有効性や安全性

等を確認していきます。

Ａ
09：3092％

次のかたは、ワクチン接種できませ

んが、自身のかかりつけ医と相談し

てください。

・３７.５度以上の熱があるかた

・重い急性疾患にかかっているかた

・ワクチンの成分に対し、アナフィラキシー※

等の既往歴のあるかた

・上記以外で、予防接種を受けることが不

適当な状態にあるかた
※全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、
血圧低下等の症状です。

Ａ

09：3092％

重症化リスクや医療提供体制の確保

等を踏まえ、次の①～⑥の優先順位で

Ｑ ワクチン接種の優先順位
を教えてください。

09：3092％

国から供給されているワクチンを接

種します。また、複数のワクチンを

Ｑ接種するワクチンを選べ
ますか？

09：3092％

薬を飲んでいるため、ワクチン接種が

Ｑ 持病があり、薬を飲んでいます。
ワクチン接種はできますか？

09：3092％

Ｑ 妊娠中や授乳中でもワクチン
接種することができますか？

09：3092％

クーポン券の配布 接種日の予約 ワクチン接種について

09：3092％

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
（☎０１２０－７６－１７７０）　
９：００～２１：００（土曜・日曜日、祝日含む）

　ワクチン接種等
については、ＱＲ
コードから確認し
てください。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
（☎０１２０－７６－１７７０）　

新型コロナワクチンに関する相談窓口

【外国語対応】ぐんまコロナワクチンダイヤル
（☎０５７０－７８３－９１０）
２４時間（土曜・日曜日、祝日含む）
１９カ国語（英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、
インドネシア語他）
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クーポン券

妊娠中や授乳中のかたも、新型コロ

ナワクチン接種をすることができま

す。しかし、安全性に関するデータが限ら

れていることから、接種のメリットとデメ

リットをよく検討し、かかりつけ医と相談

してください。

09：3092％

Ａ

｜ 2021－35

たてばやしクリーンセンターに
　　　　　　　　　不燃性粗大ごみ等が出せるようになります！
４月１日（木）からたてばやしクリーンセンターの
同一敷地内に「たてばやしストックヤード」が設置さ
れ、不燃性粗大ごみ等の搬入ができるようになります。

搬入できるもの
○不燃性粗大ごみ（自転車、金属付プラスチック等）
○不燃ごみ（ガラス、せともの等）
○資源ごみ（古紙類、金属類等）
受入日時
月曜～金曜日　８：３０～１６：３０
土曜日　　　　８：３０～１１：３０
問合せ先
住民環境課環境保全係またはたてばやしクリーンセンター
（☎５６－４４５３）

　地元の足として、共同運行している広域公
共路線バスの「館林・明和・板倉線」について、
路線維持を関係市町に要望していましたが、
３月３１日（水）をもって運行終了となります。
　利用しているかたには、ご不便をおかけし
ますが、ご理解・ご協力をお願いします。

問合せ先　総務課安全安心係

　町の代替交通として、町内指定のバスステーション間を
送迎する「チョイソコめいわ」や自宅前から町内外への送迎
が可能な「ラクシー※」を町社会福祉協議会が運営していま
す。利用には会員登録等が必要です。
　詳しくは、町社会福祉協議会（☎８４－４０１３）まで
問い合せてください。
※４月から「ラクシー」改め「楽ラクシー」に名称が変更
になります。

たてばやしストックヤードたてばやしストックヤード

たてばやしクリーンセンターの
同一敷地内（旧館林市清掃セン
ター跡地）

たてばやしクリーンセンターの
同一敷地内（旧館林市清掃セン
ター跡地）

手数料または特別受入日時等については、たてばやしクリー
ンセンターに準じますので、３月号の折り込みチラシ「令和３
年度不燃物（資源ごみ）の分別と出し方」で確認してください。
　また、渋滞緩和のため事前の分別をお願いします。

たてばやしクリーンセンター内配置図
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問　住民環境課住民係　内線 143問　介護福祉課福祉係　内線１５３

　　

問　企画財政課財政係　内線２２２

　住所の異動があるかたは、転出・転入の手続きをし
てください。住所の異動届は、国民健康保険・国民年
金・選挙人名簿への登録につながる大切な手続きです。

　子ども・子育て支援に関する事業の実施について、
町民からの幅広い意見をいただくため、明和町子ども・
子育て会議の委員を募集します。
対　象
○町内在住の２０歳以上のかた（令和３年４月１日現
在）で、子育て中のかたや子ども・子育て支援につい
て関心のあるかた
○明和町子ども・子育て会議（平日夜開催）に出席で
きるかた

引っ越し後の市区町村
〈転入した日から１４日以内〉
転出証明書を添えて、
転入届を提出

引っ越し
明和町

〈転出前〉
転出届を提出し

転出証明書を受け取る
⇒

※転入届の際には、マイナンバーカードまたは本人確
認書類（運転免許証等）を持参してください。
※代理人が手続きをする場合には、委任状が必要にな
ることがありますので、住民環境課へ問い合わせして
ください。

登録できるかた 町内に主たる事業所を置き、町指名
競争入札参加資格者名簿に登録されていないかた

この制度は、町が発注する小規模な修理・修繕、物
品購入および業務委託の随意契約（「入札」の方法に
よらない契約）を希望するかたを登録し、積極的に見
積業者選定の対象とすることによって、町内業者の受
注機会を拡大しようとするものです。

事　業 対象となる金額

修理・修繕 １３０万円以下

物 品 購 入 ８０万円以下

業 務 委 託 ５０万円以下

▶有効期間 令和５年3月31日
提出書類
法人の場合　①明和町小規模修理・修繕および業務委
託契約希望者登録申請書②商業登記簿謄本の写し③代
表者の印鑑証明書④完納証明書
個人の場合　①明和町小規模修理・修繕および業務委
託契約希望者登録申請書②身分証明書③完納証明書
※謄本の写し 、各種証明書は３か月以内に証明され
たもの
※申請書は企画財政課窓口で配布および企画財政課
ホームページでダウンロードできます。

申込方法　応募用紙（介護福祉課
窓口および町ホームページ）に必
要事項を記入のうえ、直接または
郵送で介護福祉課へ申し込む。

▶申込期限 3月31日（水）

｜ 2021－37

問　住民環境課環境保全係　内線１４４ 問　都市建設課下水道係　内線１３４

下水道の供用開始区域を拡大
　町では、４月１日に下水道の供用開始区域の拡大を
予定しています。今回新たに下水道が使用できる区域
は、千津井・南大島・矢島・大佐貫地区の各一部です。
また、供用開始予定区域の関係図面を縦覧できます。

問　住民環境課住民係　内線１４３

対　象　マイナンバーカードを取得していないかた
※ただし、次のかたは郵送されません。
①昨年１０月３１日時点で７５歳以上のかた
（後期高齢者医療制度の保険証更新時に案内予定）
②令和２年１月１日以降に出生、国外から転入された
かた（個人番号通知書等と一緒にＱＲコード付き交付
申請書の送付を受けたかた）
③在留期間の定めのある外国人住民のかた等
申請方法　スマートフォン、郵送、パソコン、証明用
写真機で申請できます。
※役場住民環境課で申請に必要な顔写真の撮影を無料
で行ってます。

マイナンバーカードをお持ちでないかたを対象に地方公共団体情報システム機構からＱＲコード付き交付申請書を
個人あてに郵送しています。

問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
（☎０１２０－９５－０１７８）
平　日　９：３０～２０：００
土曜・日曜日、祝日　９：３０～１７：３０

　また町では、４月１日以降から使用できる令和３年
度の「ごみ収集指定袋引換券」を３月下旬に世帯人数
分を世帯主あてに郵送にて配付いたしますので、活用
してください。

▶と　き 3月17日（水）～31日（水）
　　　　　※土曜・日曜日、祝日を除きます。
▶ところ　役場

下水道への接続工事
　供用開始になった地域のかたは、汲み取り式トイレ
の場合は３年以内に公共下水道に接続することが下水
道法に定められています。また、浄化槽を使用してい
る家庭も、公共下水道に直結した水洗トイレにしてい
ただくことになります。

　令和２年度の「ごみ収集指定袋引換券」をお持ちの
かたは、忘れずに販売店で「ごみ収集指定袋」と引き
換えてください。

▶有効期限 3月31日（水）
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　日本キャンパック
ホールで第１３回明
和町ぬり絵フェス
ティバルの展示を行
います。
と　き
３月２０日（土）～２８日（日）
ところ 日本キャンパックホール
問合せ先 日本キャンパックホール
（☎８４－５５５５）※月曜は休館日

　町体育協会ではスポーツ振興を図る
ため、次の表彰規程により該当者を表
彰します。
対　象
○中学生以下
　令和２年度県大会で優勝・県記録を
だし、かつ関東大会以上で優秀な成績
（入賞）を収めたかた
○高校生以上、一般
　令和２年度関東ブロック大会以上で
優秀な成績（関東大会３位以内、全国
大会６位以内）を収めたかた
○団体競技については、団体を個人と
みなします。
○表彰該当年度は、令和２年４月１日
から令和３年３月３１日までです。
申込方法　社会体育館へ直接申し込む。
申込・問合せ先　社会体育館
（☎８４－４６２６）

　町ではスポーツの振興を図るため、
壮行金を交付しています。
（１人につき年間１度限り）
対　象　町内在住・在学・在勤者の団
体または個人（各スポーツ競技で県大
会を勝ち抜いて関東大会以上に出場す
るかた）
申込方法　社会体育館へ直接申し込む。
申込・問合せ先　社会体育館
（☎８４－４６２６）

　令和３年度めいわスポーツクラブに
入会するかたを募集します。入会する
と年長児、小学生は、町内１０団体の
スポーツ少年団への参加、一般のかた
も各種スポーツ団体へ参加できます。
と　き 令和３年４月～令和４年３月
対　象 年中児から一般男女
申込方法 社会体育館、海洋センター
（カヌー教室）へ直接申し込む。
※詳しくは社会体育館へ問合せしてく
ださい。
費　用 年間（保険料込）
一　般　　　２, ０００円
中学生以下　１, ０００円
※その他実費が必要な場合もあります。
申込・問合せ先　社会体育館
（☎８４－４６２６）

　令和３年度カヌー教室の参加者を募
集します。
※令和３年度より、めいわスポーツク
ラブの入会が必要です。
と　き
４月１２日
５月１０日
６月１４日
７月１２日
８月　９日（全月曜日）
小・中学生　１８：００～１９：００
一　般　　　１９：３０～２０：３０
ところ Ｂ＆ G海洋センター
対　象 小学４年生以上の町内在住・
在勤のかた
内　容　カヌー基本技術（パドリング
や乗艇・降艇の方法等）
※技能検定合格者は、後日開催する利
根川カヌーツーリングに参加できます。
申込期限　３月２１日（日）
申込方法　海洋センターへ直接申し込む。
※申込多数の場合は、抽選で町内新規
申込者を優先します。

費　用 年間（保険料込）
一　般　　　２, ０００円
中学生以下　１, ０００円
※めいわスポーツクラブ加入費です。
申込・問合せ先　B＆ G海洋センター
（☎８４－５５１１）※月曜は休館日

　令和３年度放課後
子ども教室の参加者
を募集します。
と　き
４月９日（金）から開始
毎週月曜・水曜・金曜日
（長期休み中を除く）
授業終了から完全下校まで（自主帰宅）
ところ 各学校の教室等
対　象 町内小学校の全児童
内　容　学習・伝承遊び・地域のかた
との交流等
申込期限　４月１日（木）
申込方法　小学校で配付される申込書
に傷害保険料を添えて、中央公民館へ
申し込む。
費　用 傷害保険料（年間８００円）
申込・問合せ先　中央公民館　
（☎８４－４４９１）

　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。

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

放課後子ども教室の
参加者募集

カヌー教室参加者募集

スポーツ振興壮行金

競技優秀者表彰

ぬり絵フェスティバルの
展示をします

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。

めいわスポーツクラブ
入会案内について

と　き 内　容・出演者

第
12
回

3/29（月）   フルート＆ピアノ
グランツ

第
13
回

4/28（水）   声楽
西川友唯
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　４０歳以上の国民健康保険被保険者
で、勤務先での健康診査を受けている
かた（町の健診を受けていないかた）
は、健康づくり課へ健康診査の結果の
写しを提出してください。
　結果を提出することで、様々な保健
事業を受けられるようになります。
問合せ先　健康づくり課保険年金係

　令和３年４月分から令和４年３月
分までの国民年金保険料は、月額
１６，６１０円です。
　保険料が未納の場合は、万が一、障
害や死亡といった不慮の事態が発生し
た時に障害基礎年金や遺族基礎年金を
受けられない場合があります。
　経済的な理由等で保険料を納めるこ
とが困難な場合は、保険料が免除・猶
予される制度がありますので、相談し
てください。
問合せ先
健康づくり課
保険年金係または
太田年金事務所
（☎４９－３７１６）

　国民健康保険（以下国保）でかかる
医療費は、加入者の保険料でまかなわ
れています。医療費の適正化のため、
協力してください。
※整骨院・接骨院で国保が使える場合
は限られます。国保が使えない場合に
は全額自己負担となりますので、注意
してください。
国保が使える場合
〇外傷性捻挫・打撲・挫傷（肉離れ等）
〇骨折・脱臼（緊急時以外は医師の同
意が必要）

国保が使えない場合
〇日常生活における疲労・肩こり
〇スポーツ等による肉体疲労、加齢に
よる腰痛や五十肩の痛み
〇脳疾患後遺症等の慢性病や症状の改
善のみられない長期の施術
〇保健医療機関（病院・診療所）で同
じ負傷等の治療中のもの
〇労災保険適用となる仕事中や通勤途
中での負傷
※柔道整復師による施術療養が長期に
わたるかた等に対して患者調査を実施
しています。内容を伺うことがありま
すので、領収書は必ず施術所で発行し
てもらいましょう。領収書は、医療費
控除でも必要となる大切な書類ですの
で、自身で保管してください。
問合せ先　健康づくり課保険年金係

　町では、病気や病気
回復期の子どもを預か
る病児保育事業を実施
しています。
　利用する場合は、事前
に登録が必要です。
対　象　町内在住の生後３か月から小
学３年生までの子ども
※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、発熱・感冒症状の場合について
は病原体（インフルエンザ、溶連菌等）
が確定できた子どもだけの利用となり
ます。
持参するもの　本人確認ができるもの
（マイナンバーカード、運転免許証等）
申込方法　介護福祉課へ直接申し込む。
※登録は毎年度必要ですので、必ず更
新してください。
実施施設
こやなぎ小児科病児保育室「ぱんだ」
館林市富士原町１１７４－１８
（☎７８－７３９１）
保育時間　月曜～金曜日（祝日除く） 
８：００～１７：３０
定　員　１日６人（事前に予約が必要）
保育料　２, ０００円（利用世帯の条
件により減免措置あり）
申込・問合せ先　介護福祉課福祉係

　町では、在宅のかたで次の要件に該
当するかたへ運賃の一部を補助する
「福祉タクシー利用券」を交付します。
対　象
①身体障害者手帳１・２級のかた
②療育手帳の交付を受けているかた
③精神障害者保健福祉手帳１級の交付
を受けているかた
④７０歳以上のひとり世帯
⑤７０歳以上と６５歳以上の２人世帯
⑥母子・父子家庭世帯
⑦生活保護受給世帯
※①～③は、自動車税・軽自動車税の
減免を受けていないかた。④～⑦は、
自動車を有していないまたは、有して
いるが運転できるかたがいない世帯。
補助額　運賃のうち基本料金を補助
利用券の交付　
１世帯につき年間３６枚交付
（年度の途中申請は月割交付）
※申請を希望するかたは、地区民生委員
または介護福祉課へ相談してください。
申込・問合せ先
介護福祉課福祉係

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、全国的に自殺者数は増加傾向に
あります。原因として、生活様式が変
容し、外出や人と接する機会が減少し
たことによるストレスの増多やいつも
相談する相手に会えない等の悩みや不
安を抱えている場合は、気軽に相談し
てください。
こころの健康相談統一ダイヤル
（☎０５７０－０６４－５５６）
月曜～金曜日（祝日除く）
９：００～２２：００

健康診査結果の提出の
お願い

令和３年度の国民年金
保険料について

医療費適正化に
ご協力ください

自殺対策強化月間

病児保育事業の
申請について

ＳＮＳ相談窓口一覧
（厚労省ホームページ）
左記のＱＲコードから
読み取るか、または
ＳＮＳ相談厚労省を検索

ＳＮＳ相談窓口一覧
（厚労省ホームページ）
左記のＱＲコードから
読み取るか、または
ＳＮＳ相談厚労省を検索

福祉タクシー利用券の
利用について
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　２月１６日、役場応接室で町と大塚製
薬株式会社による「健康づくりにおける
包括連携に関する協定」締結式がＷｅｂ
会議方式で行われました。
　冨塚町長は「町民のかたが生き生きと
活躍できる町を目指していきたい」と話
していました。

　この協定は、町内で災害が発生した場合、株
式会社デベロップが所有する移動式宿泊施設
「レスキューホテル」を優先的に町内の仮設住
宅として確保することを目的としています。

　２月３日、役場応接室で町と株式会社デベ
ロップによる「災害時における移動式宿泊施設
等の提供に関する協定」締結式が行われました。
　冨塚町長は「日頃から密に連携を取り、有事
の際、迅速に対応することで町民の安全安心に
繋げていきたい」と話していました。

　この協定は、地域の様々な課題に迅速かつ適
切に対応し、もって地域社会の活性化および町
民の安全・安心な暮らしの確保に資することを
目的としています。

｜ 2021－311

　２月８日、ふれあいセンタースズカケで不審
者が侵入した場合に備えての不審者対応訓練が
行われました。
　警察官は「武器を持った相手に立ち向かう際
は、必ず距離を取って対応してください」と話
していました。

　１月３１日、日本キャンパックホールにおい
て、笑点でおなじみの落語家三遊亭小遊三さん
を迎えて「人生をエンジョイする生き方」を演
題に町民文化大学教養講座が行われました。
　会場は、三遊亭小遊三さんの講話に終始大き
な笑いに包まれていました。

　１月３１日、枯草火災・不法投棄防止、害虫
駆除を目的に、利根川河川敷の枯草焼却（斗合
田地区から大輪地区）が行われました。　
　当日は、利根川沿いの各区長や明和消防署職
員立ち会いのもと、町消防団員が作業にあたり
ました。

　１月３０日、ふれあいセンターポプラで節分
行事にちなみ恵方巻きと豆入れを作るイベント
が行われました。
　食生活改善推進員協議会の協力により、恵方
巻きをつくった児童は「楽しかった」「早く食
べたい」などと話していました。



図書館映画サロン

と　き ３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８９分）
　「みつばちマーヤの大冒険」
【一般向け映画】　１３：３０～（上映時間１４０分）
　「アポロ１３」

たのしい読み聞かせ

と　き　３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「せんたくやのブラウニー」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。

※参加される際はマスクの着用をお願いします。
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　町で行われた人権標語入賞者の結果をお知らせしま
す。入賞者は次のとおりです。（敬称略）

問　中央公民館
人権標語入賞者

学年 東　小 西　小 明　中
１年 岩﨑 彩羽 増田 陽向 松本 鈴楽
２年 栗原 吏央 泉田 匠志 深野 華凛
３年 小久保 陽生 増田 彩子 清野 勇紀翔
４年 新井 翼 鳴海 匠馬 －
５年 木村 妃佳莉 堀口 紗良 －
６年 岡安 望叶 岡田 瑞姫 －

　町で行われた人権標語入賞者の結果をお知らせしま 　町の入札結果を次のとおり、お知
らせします。

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。

　昨年の１月から１２月までの貸出し
図書ランキングを発表します。

火のないところに煙は
芹沢 央 / 著　
新潮社

ライオンのおやつ
小川 糸 / 著　
ポプラ社

星の子
今村 夏子 / 著
朝日新聞出版

ノースライト
横山 秀夫 / 著
新潮社

店長がバカすぎて
早見 和真 / 著
角川春樹事務所

おしりたんてい
ラッキーキャットはだれのてに！
トロル /さく ･え
ポプラ社

おしりたんてい　
かいとうＶＳたんてい
トロル /さく ･え
ポプラ社

おしりたんてい
カレーなるじけん
トロル /さく ･え
ポプラ社

しょうがくせいの
おばけずかん
斉藤 洋 / 作
講談社

東大松丸式名探偵コナン
ナゾトキ探偵団
青山 剛昌 / 原作

小学館

一般書 児童書

令和２年度
感染症対策防災用品購入事業
場　所　　明和町役場ほか
予定価格　１，４８７千円
落札価格　１，４００千円
業　者　　星野総合商事㈱

※予定・落札価格は税抜き金額です。

総務課　　　　　　２月２４日執行
令和２年度
防災用備蓄等購入事業その２
場　所　　明和町役場ほか
予定価格　６，０６０千円
落札価格　５，８３６千円
業　者　　星野総合商事㈱　　　

お詫びと訂正
　２月号の「明るい選挙ポスターコンクール」の記事において
「鎗田望人さん」と掲載しましたが正しくは「鑓田望人さん」
でした。お詫びして訂正いたします。　　　　　　問　総務課

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）

｜ 2021－313

●無料法律相談
４月から毎月第２水曜日へ変更となります。
と　き　４月１４日（水）１３：００～１６：００
ところ　役場
対　象　明和町民
担　当　群馬弁護士会所属の弁護士
受付開始　４月１日（木）から先着６人
※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　４月１５日（木）１０：００～１５：００
ところ　役場

● 人口 11,078 人
前月比 － 10 人
前年比 － 173 人
男性 5,555 人
女性 5,523 人

● 世帯 4,281 世帯
前月比 － 2 世帯
前年比 － 22 世帯

（令和３年２月 1日現在）

ＳＮＳから、簡単に稼げるというサイトにア
クセスした「1週間に 1回 5分の作業をするだ
けで誰でも簡単に稼げる」との説明があり、個
人情報を登録した。同様のサイト２つにそれぞ
れ約 2万円ずつデビットカードで支払った。塾
費用を稼ぎたいと思い、マニュアル通りにやっ
てみたが収入を得ることはできなかった。
　　　　　　　　　　　　　　（高校生　男性）

誰でも簡単に稼げる！？
ネットでのもうけ話に注意

～ ひとこと助言 ～  

今月の表紙
　２月３日、こども園
で、豆まきが行われま
した。
　園児は鬼に豆を投げ
て懸命に追い払い、鬼
は降参して逃げていき
ました。

と　き　３月２５日（木）から３１日（水）の夜間
※上記期間１日限り（５分間程度）の打ち上げです。
また、３密を避けるため詳しい日程および場所につ
いては非公開です。
問合せ先　産業振興課商工係

コロナ収束を願い花火を打ち上げます

　新型コロナウイルス感染症の早期収束を願い、
一夜限りの打上花火を行います。ぜひ、自宅から
ご覧ください。

悪疫退散打上花火

　簡単にお金を稼ぐ方法等と称する情報（いわ
ゆる情報商材）がインターネットで販売されて
おり、中学生や高校生からも相談が寄せられて
います。
　副業サイトやＳＮＳ等で「誰でも簡単に稼げ
る」等と説明されますが、楽に稼げるうまい話
はありません。
　広告や説明と違って情報の内容に価値がな
い、収入が得られないという相談がみられます。
情報商材は購入するまで内容を確かめることは
できません。安易な購入はやめましょう。
　未成年の契約は、取り消しができるケースも
あります。困ったときには、消費生活センター
等に相談してください。

～ 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　
子どもサポート情報　第 162 号」より
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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。

－
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

－
福田ペインクリニック
☎ 84－1233

田沼内科医院
☎ 88－7522

井上整形外科医院
☎ 82－1131

川村耳鼻咽喉科
☎ 72－1337

ましも内科・胃腸科
☎ 62－2025

藤原医院
☎ 88－7797

ふじの木整形・内科
☎ 91－4070

－
高橋クリニック
☎ 75－7772

たけい小児科※
☎ 76－2525

しんじよう整形外科
☎ 55－3623

今村クリニック
☎ 70－2221

寺内医院
☎ 88－1511

こやなぎ小児科※
☎ 80－2220

富士クリニック
☎ 20－1971

－
黛泌尿器科内科医院
☎ 63－7800

うえの医院
☎ 72－3330

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。

  ◆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。

｜ 2021－315

有料広告募集中
広報めいわに広告を掲載してみませんか

　町では『広報めいわ』の誌面に有料広告を掲載しています。
会社やお店のＰＲをしてみませんか？

※多数の応募があった場合は掲載をお断りすることがあります。

①②共通
発行部数　４，5５０部（毎月１０日発行）
申込方法
　町ホームページにある「広報めいわ広告掲載申込書」に必要事項
を記入の上、企画財政課窓口またはメール・郵送で申し込む。
※企業または申込者が町外の場合は、市町村税の納付状況、直近１
年度分（市町村民税納付証明書、滞納なし証明書等原本）の提出が
必要です。
問合せ先　企画財政課企画政策係（☎８４－３１１１）

　ＱＲコードから申
請書をダウンロー
ドしてください。

①１枠分 ②２枠分
大きさ 縦４５㎜×横８８㎜ 縦４５㎜×横１８０㎜

広告料
　１か月 　５，０００円 　１０，０００円
　６か月 ２５，０００円 　５０，０００円
１２か月 ５０，０００円 １００，０００円

広告面

広告面

広告面

広告面



手作りのスピーカーから流れてくる音楽に聴き入る児童

１０年後２０年後の自分は何をしていますか？

　ぼくは、たいそうせんしゅになりた
いです。どうしてかというと、大人に
なって金メダルをとりたいからです。

体そうせんしゅケーキやさんけい馬
ば

のき手
しゅ

　ぼくは、けい馬のき手になりたいで
す。理由は、馬に乗っている人を見て
かっこいいな、と思ったからです。

　わたしは、ケーキやさんになりたい
です。どうしてかというと、いろいろ
なケーキをつくるのが楽しいからです。

広
報
め
い
わ
   ③

Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
0276

－
84

－
3111　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
0276

－
84

－
3114

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。
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１月２２日、西小学校５年生を
対象に株式会社アドバンテストア
カデミー社員の協力により、オン
ラインで手作りスピーカーの製作
を行いました。
　生徒たちは自ら作り上げたもの
から電流の働きを学び、理科の楽
しさを感じていました。


