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問　ふるさと産業文化館　☎ 84 ｰ 5555

対象施設　ふるさと産業文化館（町立図書館を含む）
※正式名称は変更せず、愛称の募集となります
募集資格　法人、法人以外の団体等
応募条件　命名権料　年間１００万円以上
　　　　　契約期間　５年以上
　　　　　愛称の開始時期　平成３０年４月予定
申込方法　所定用紙に記載のうえ、必要書類を添付し、　
　生涯学習課文化振興係（ふるさと産業文化館）へ提　
　出してください。
※詳しくは、町ホームページ等をご覧ください
申込期限　１０月２５日（水）

　町文化協会が昭和４２年に創立してから、５０周年
を迎えました。創立５０周年を記念し、次のとおり記
念式典を開催します。また、文化祭も同日に開催しま
すので、詳しくは折込みのチラシをご覧ください。

▶と　き　11月5日（日）　10：00～ 11：00
　　　　　記念公演　11：00～ 12：30
▶ところ　ふるさと産業文化館ホール

問　総務課安全安心係　内線２１２

▶と　き　11月14日 (火)　11：00頃
【訓練で行う放送試験】

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）（※１）を用いた訓練で、全国的に情報伝達訓練が行われます。 

（※１）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、
国から人工衛星等を通じて瞬時にお伝えするシステムです。 
※天候や災害発生等により訓練が実施されない場合があります。
８月２９日の北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る、本町の Jアラー
ト関係機器の動作結果について
　町では、Jアラートの緊急情報があった場合、防災行政無線とメー
ル配信にて情報発信をしています。当日は国からの緊急情報は２回
（ミサイル発射時と通過時）ありましたが、メール配信は２回とも正
常動作したものの、防災行政無線からは１回（ミサイル発射時）し
か音声が流れませんでした。
　これは、Jアラート受信機と防災行政
無線の機器間で設定ミスがあったためで
す。既に、業者により該当の設定は修正
され、他の設定もすべて確認をしました。
これにより、９月１５日のミサイル発射
時には、正常に音声が流れました。
　住民の皆様に、お詫び申し上げますと
ともに、今後、Jアラートの確実な運用
に努めて参ります。

問　ふるさと産業文化館　☎ 84 ｰ 5555
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問　総務課総務係　内線２１２

　明るい選挙啓発ポスターコンクールの町審査が９月
６日、役場会議室で行われ、小・中学校から県審査に
臨む明和町代表２３点の作品が決まりました。事前に
各学校単位に選考した作品の中から次の児童が選ばれ
ました。（敬称略）　
◆小学校の部
東小学校　
４年　冨塚大翔　５年　飯塚隆寛　
５年　江森　遙　５年　髙瀬今日香　６年　酒井璃子
西小学校
１年　住吉　茜　２年　斉藤　湊　
３年　坂巻希音　４年　橋爪礼於
４年　斉藤希花　５年　髙澤　凜
５年　溝上涼音　６年　鯉沼はるな
６年　横尾瑠衣　６年　長谷川来睦
◆中学校の部
１年　小野田一郎　１年　鷺直賢信
１年　泉田美沙　　２年　今成新汰
２年　菊池愛生　　２年　小林未奈
２年　小松原英志　２年　津川徳美

問　企画財政課企画政策係　内線２２２

　お笑いコンビのタイムマシーン３号と女性アシスタ
ント、ぐんまちゃんが県内３５市町村を訪ね、いろい
ろな魅力をお伝えする県の広報番組「ぐんま一番」で
明和町が紹介されます。メイちゃんも出演し、町の取
組や特産物の紹介始め、町の魅力満載でお伝えします
ので、ぜひご覧ください。
▶放送局　群馬テレビ
▶放送日　11月 日 (金)　19：30～

　　　　　11月12日 (日)　  9：30 ～ (再放送 )

問　住民環境下環境保全係　内線１４４

可燃ごみは、たてばやしクリーンセンターへ、
資源ごみは、いたくらリサイクルセンターへ、
直接持ち込みすることができます。
※受入日時等要確認
○可燃性粗大ごみ（木製品）収集手数料納付券と可燃ごみ減量化
報償品制度は廃止となりました
※「明和町ごみ収集指定袋引換券」については、来年３月末日ま
でに町指定ごみ袋と引換えをお願いします。　
◆リユースショップを利用してください
　町では、限りある資源の有効利用やごみの減量化・少量化を図
るため、リユースショップの積極的な利用を推進しています。
　「リユースショップ」とは、中古品を取り扱うお店のことで、
家庭で使わなくなった製品について、使用年数やキズの有無等条
件が合えば中古品として買い取りしてもらえます。
問合せ先　オフハウス館林店
（館林市近藤町１７８‐９６（☎ 76 ｰ 9009）

問　たてばやしクリーンセンター☎ 56 ｰ 4453
問　いたくらリサイクルセンター☎ 56 ｰ 9860
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　秋空の広がった９月１６日、東西小学
校でそれぞれがスローガンを掲げ、家族
と一緒の楽しい運動会を行いました。ま
た明中では９月２９日、雨のため一日延
期になった体育祭を行いました。３団対
抗戦形式での応援合戦など華々しく思い
出になる一日でした。

西小・東小・中学校運動会

2017 ｰ 10　 ｜

　９月１０日、ふれあいセンタースズカケでは、ふ
れあいコンサートが開かれ、入場者の中から千津井地
区の田村トヨ子さん（左から２人目）が１万人目とし
て、記念品を町長から受け取り「１万人目となりびっ
くりしました。これからも友達や孫と気軽に利用した
い」と話していました。

　９月５日、役場町民プラザにて、館林・邑楽ブロッ
クの各市町を巡回したパレード隊が本町を訪れまし
た。明和町療育父母の会落合会長から「共生社会、誰
も彼もが伸び伸びと」のスローガンのもと、知的障害
（児）者に対して、理解と協力をお願いしたメッセー
ジの伝達がありました。冨塚町長は「皆さまの要望が
達成されるよう努力します」と挨拶しました。

　９月２６日、東小学校３年生が、４年前に新規事
業によるジョイント工法で仕立てた梨の収穫体験をし
ました。５月頃一度見学にきた時の梨は５ｇほどでし
たが、約５００ｇまでに育って、両手に持てないほど
でした。梨狩りの後、梨の香りや色の変化について質
問をしていました。

　９月１５日、篠原コンクリート㈱（代表取締役
篠原督人）さんより、１００万円の寄付をいただきま
した。
　いただいた寄附は大切に活用させていただきます。
ありがとうございました。
　篠原社長は「地元の企業人として、地域に何かしら
の貢献をと常々思っていました」と話をしていました。

ふれあいセンタースズカケ記念式典

小学生が梨狩り体験

第 45回福祉パレード伝達式

寄附採納
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すい環境を整備するため、各都道府県警
察の性犯罪被害相談電話窓口につながる
全国共通の短縮ダイヤルの運用を開始し
ました。
　全国共通ダイヤルに電話すると発信さ
れた地域を管轄する各都道府県警察の性
犯罪相談電話につながります。
性犯罪相談電話（女性相談者専用）
☎♯ 8103 または☎ 027 ｰ 224 ｰ 4356
相談時間　平日８：３０～１７：１５
県警察安全相談係（原則、女性が対応）
※土日・祝日および夜間は県警本部の当
直員が対応します。

　群馬県最低賃金（地域別最低賃金）は、
時間額７５９円から７８３円に改正さ
れ、平成２９年１０月７日から発効しま
す。
問合せ先　群馬労働局労働基準部賃金室
または、群馬県内の労働基準監督署
（ ☎ 027 ｰ 896 ｰ 4737　URL　http://
gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

と　き　１０月２９日（日）
９：３０～１１：３０
ところ　中央公民館
対　象　町内在住のかた
講　師　館林自動車教習所　高齢者講習
指導員　青木伸也さん
後　援　明和町、館林自動車教習所
問合せ先　交通安全協会明和支部長
砂賀（☎ 090 ｰ 5499 ｰ 1461）

　町では幹部職員として次のとおり募集
します。
応募資格　次の条件を満たすかた
①昭和４０年４月２日～昭和５０年４月
１日生まれのかた
②国・地方公共団体等で組織マネジメン
ト及び都市計画、まちづくり、企業誘致
業務等の経験があるかた
③日本国籍を有するかた
定　員　若干名
採　用　平成３０年４月１日（水）から
申込用紙　１０月１６日（月）から役場
総務課にて交付
申込方法　総務課窓口に持参または、郵
送にて提出
申込期限　１０月３１日（火）
　　　　　１７：１５
申込・問合せ先　明和町役場総務係

職　種　一般職（地域福祉）
採用日　平成３０年４月１日
定　員　若干名
応募資格　
　以下の条件を満たし情熱を持って地域
福祉に取り組むかた
・昭和６２年４月２日以降に生まれたかた
・学校教育法に定める大学を卒業したか
た（平成３０年３月末日までに卒業見込
を含む）または、社会福祉士または精神
保健福祉士の資格を有するかた
選考方法　書類審査、面接試験
応募方法　受験申込書、履歴書等および
作文を町社会福祉協議会事務局へ直接提
出。※募集要項、受験申込書、履歴書（様
式）は、当会事務局で交付しています（本
会ホームページからダウンロードも可）。
応募受付期間　
１０月１６日（月）～１１月３０日（木）
８：３０～１７：１５
面接試験　１２月１１日（月）（予定）
勤務条件　本会給与規定および就業規則
等による
問合せ先　町社会福祉協議会　
（☎ 84 ｰ 4013）

と　き　１２月１７日（日）
ところ　東京ディズニーランド
対　象　県内在住の母（父）子家庭の母
（父）と子（高校生以下）および寡婦の
かた
参加費

（バス代・保険料・パスポート代含む）
大人（非会員）　　　  ９, ５００円　　
母（父）子会員・中・高校生・寡婦
　　　　　　　　　　８, ０００円
幼児・小学生　　　　６, ０００円
３歳以下の乳幼児　　２, ０００円
乗車場所　館林市役所他
申込方法　往復はがきに住所・電話番号・
参加者全員の氏名・年齢（学年）・希望
乗車地および東京ディズニーランドと記
入して、群馬県母子寡婦福祉協議会に申
し込む。
申込期限　１１月２２日（水）必着
申込・問合せ先　〒３７１- ０８４３　
前橋市新前橋町１３- １２　群馬県社会
福祉総合センター内５階　一般財団法
人群馬県母子寡婦福祉協議会（☎ 027 ｰ
255 ｰ 6636）

　明和町産業祭の開催にあわせて、フ
リーマーケットの出店者を募集します。
家庭での不要品や手作り品、その他を販
売するフリーマーケットに参加してみま
せんか。※ただし、生き物・食品・薬・
危険物の販売はできません。

と　き　１１月５日（日）
９：００～１４：３０
ところ　役場敷地内（予定）
定　員　２０組（町内在住のかたを優先）
申込期限　１０月２５日（水）
申込・問合せ先　住民環境課環境保全係
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　群馬県心身障害者福祉センターが巡回
相談を実施します。
（相談はすべて予約制です）
①と　き　１１月８日（水）
相談科目　整形外科
内　容　身体障害者に関する各種の相
談、補装具の要否判定
持参するもの　印鑑、療育手帳
②と　き　１１月１３日（月）
内　容　１８歳以上の知的障害者に関す
る各種相談、療育手帳に係る判定等
持参するもの　印鑑、身体障害者手帳
①②共通
ところ　館林市総合福祉センター
問合せ先　介護福祉課福祉係

　

　館林税務署では、税金に関する説明会
を開催します。都合の良い会場・日時に
参加してください。

◆消費税軽減税率制度説明会

事業者全般向けの説明会です。
①と　き　１０月２４日（火）　
　　　　　１４：００～１５：３０
　ところ　館林市三の丸芸術ホール
②と　き　１０月２６日（木）
　　　　　１４：００～１５：３０
　ところ　太田市社会教育総合センター
※説明会終了後、簡単なアンケートを実
施しますので、筆記用具を持参してくだ
さい。
◆平成２９年分年末調整説明会

給与事務担当者向けの説明会です。
①と　き　１１月２１日（火）
　　　　　１４：００～１６：００
　ところ　館林市三の丸芸術ホール

②と　き　１１月２２日（水）
　　　　　１０：００～１２：００
　　　　　１４：００～１６：００
　ところ　太田市社会教育総合センター
問合せ先　館林税務署　法人課税第一部
門　源泉所得税担当　☎ 72 ｰ 4373

　

　次の業者を下水道排水設備工事指定店
として新たに指定しました。
指定日　９月１５日
業者名　有限会社峯岸商店（千代田町大
字赤岩１５０ー２　☎ 86 ｰ 2876）
問合せ先　都市建設課下水道係

　環境省では、ヒアリの正確な情報発信
および不安の解消を目的として、「ヒア
リ相談ダイヤル」を開設しましたのでお
知らせします。
対応時間　９：００～１７：００
土日・祝日を含む毎日
（ただし１２月２９日～１月３日を除く）
ヒアリ相談ダイヤル
（☎ 0570 ｰ 046 ｰ 110）　
※一部の電話機種では利用できないた
め、その場合は（☎ 06 ｰ 7634 ｰ 7300）
に連絡してください。
※通話料は、発信者の負担になります。
問合せ先　住民環境課環境保全係

　

　広報９月号でお知らせした「子どもの
インフルエンザ予防接種費用助成事業」
において、次の医療機関を実施医療機関
として追加しました。
○佐野厚生総合病院　（栃木県佐野市堀
米町１７２８　☎ 0283 ｰ 22 ｰ 5222）
問合せ先　健康づくり課健康づくり係

　広報９月号でお知らせしました社会体
育館無料開放の時間が変更になります。
県民の日　１０月２８日（土）
１５：００～２１：３０
問合せ先　社会体育館（☎ 84 ｰ 4626）
※月曜日休館

　自賠責保険・自賠責共済は、原動機付
自転車を含むすべての自動車に加入が義
務づけられている制度です。
　また自賠責保険・自賠責共済なしで運
行することは法令違反になりますので注
意してください。
　一人一人が、より一層自賠責制度の役
割や重要性、保険金、共済金の支払いの
しくみなどを十分に理解・認識すること
がとても大切です。
問合せ先　国土交通省関東運輸局群馬運
輸支局　（☎ 027 ｰ 263 ｰ 4440）

と　き　１０月２８日（土）
　　　　１０：００～１５：００
ところ　城沼公民館
内　容　相続・遺言、営業許可、農地、
開発許可等
申込方法　直接会場へ
問合せ先　群馬県行政書士会館林支部
（☎ 88 ｰ 5588）

　警察庁では、性犯罪被害者が相談しや
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落札価格　１，２００万円
業　者　　㈲明石工業

２９年度　単独公共　町道２‐５００
号線　道路改良工事（分割３号）
場　所　　中谷地内
予定価格　６６０万円
落札価格　６３０万円
業　者　　㈲司建設　

２９年度　単独公共　町道６７号外１線　
工作物調査・補償金算定業務委託
場　所　　大輪地内
予定価格　１８８万円
落札価格　１８０万円
業　者　　晃和測量設計㈱

２９年度　単独公共　間々下橋　橋梁補
強設計業務委託
場　所　　大輪地内
予定価格　４０９万円
落札価格　３２０万円
業　者　　㈱アイ・ディー・エー　

２９年度　単独公共　町道１‐２３８
号外２線歩道設置工事
場　所　　千津井地内
予定価格　２，２５０万円
落札価格　２，０８０万円
業　者　　㈲明石工業　

２９年度　明和町公共下水道事業　枝線
管渠築造工事（２９‐１２‐２工区）
場　所　　大佐貫地内
予定価格　１９５万円
落札価格　１９０万円
業　者　　㈲司建設　

２９年度　明和町公共下水道事業　枝線
管渠築造工事（２９‐１５‐４工区・
その１）
場　所　　矢島地内
予定価格　１，６５４万円
落札価格　１，５９０万円
業　者　　㈲司建設　

２９年度　明和町公共下水道事業　枝線
管渠築造工事（２９‐１５‐６工区）
場　所　　矢島地内
予定価格　１，２６４万円
落札価格　１，２６０万円
業　者　　㈲明石工業
※順不同

　
新里ソフトボールクラブ

明和パワーズ

シャロームはなわ

　
　　優　勝　清水　勝哉
　　準優勝　秋野　正典
　　第３位　武井　英夫
【
　　優　勝　岡安　美枝
　　準優勝　飯野　ふく江
　　第３位　赤坂　チエ子

　
　　優　勝　野中　義雄
　　準優勝　須藤 　昇
   　第３位　石﨑　秀文

　
　　優　勝　池田　幸
　　準優勝　橋本　房枝
　　第３位　本澤　正美

明和クラブ

キャッツ愛

みなみクラブ

Ｈ . Ｓ . Ｃ

ＦＣライデン

明和町役場サッカー部
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　水中運動で、楽しく健康づくりをして
みませんか。
と　き　１１月２６日 ( 日 )
９：００～１２：００
対　象　２０歳以上のかた
定　員　５０人（先着順）
内　容　アクアビクス・カヌー体験等
参加費　無料
その他　
・開会式用としてＴシャツを用意してく
ださい。
・アクアビクス後、水辺の安全教室およ
びカヌー試乗会を行います。
募集期間　１０月２４日（火）～１１月
２５日（土）
申込方法　海洋センターへ直接申し込
む。※月曜日休館
問合せ先　海洋センター
　　　　　（☎ 84 ｰ 5511）

と　き　１１月２６日（日）
ところ　社会体育館
講　師　西川佳克 さん（元NHKテレビ
ラジオ体操指導者）
対　象　小学生以上
参加費　無料

持ち物　上履き・タオル・飲み物
申込期限　１１月１２日（日）
その他　参加者には記念品を贈呈
申込・問合せ先　社会体育館
（☎ 84 ｰ 4626）※月曜日休館

と　き　１１月１９日（日）
ところ　ふるさとの広場Ｂゾーン
対　象　町内在住・在勤のかた（小学３
年生以下は保護者同伴）

参加費　無料
申込期間　１０月１１日（水）～１１月
１５日（水）
申込・問合せ先　社会体育館
（☎ 84 ｰ 4626）※月曜日休館

と　き　１１月１１日（土）
１３：００～１５：００
ところ　利根大堰
内　容　サケの遡上観察と、サケの採卵
を実演します。
参加費　無料
問合せ先　（独）水資源機構利根導水総
合事業所総務課（☎ 048 ｰ 557 ｰ 1501）

と　き　１１月１９日（日）８：３０～
ところ　利根川総合運動場
対　象　スポーツ保険に加入しているか
た
参加費　１チーム　４，０００円

申込期限　１１月５日（日）
申込方法　社会体育館へ直接お申込みく
ださい

申込・問合せ先　社会体育館（☎ 84 ｰ
4626）※月曜日休館

第一種・第二種電気工事士技能試験準備
講習
と　き　１１月１１日（土）・１８日（土）
９：００～１６：３０
ところ　太田産業技術専門校　太田市新
野町１５７- １
対　象 　平成２９年度技能試験に必要
な作業方法・手順・電気回路を習得した
いかた
受講料　９, ６００円
定   員　１０人（先着順）  
応募期限　１０月２３日（月）
申込方法　申込書に必要事項を記載し、
FAXまたは郵送で申し込む。
申込書はホームページよりダウンロード
できます。
URL　http://www.otatech.ac.jp
問合せ先　太田産業技術専門校
（☎ 31 ｰ 1776　FAX31 ｰ 1860）

　町の入札結果を次のとおり、お知らせ
します。
▼都市建設課

２９年度　明和町公共下水道事業　枝線
管渠築造工事（２９‐１５‐５工区）
場　所　　矢島地内
予定価格　１，２４３万円
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図書館だより　　　　　　　　　　　　問町図書館　☎ 84-5555

開館時間　９：３０～１８：１５　休館日　月曜日※祝日の場合は開館し、翌日が休館。臨時休館あり。

こちらは消費生活センターです　　問町消費生活センター　☎ 84-3299

明和町消費生活センター　相談受付　 月曜～金曜日　９：００～１７：００（祝祭日・年末年始は休み）

　明和町内に「法務省管轄支局　民事訴訟管理センター」

と名乗る機関から「総合消費料金に関する訴訟最終告知

のお知らせ」等と書かれた、不審なハガキが届いていま

す。

　書かれた電話番号に連絡をすると身に覚えのない未納

金を請求されるなどの被害に遭う場合があります。

被害に遭わないために、このようなハガキが届いたら詐

欺を疑い、決して記載された電話番号に連絡しないでく

ださい。 ※このようなハガキが届いたら詐欺を疑ってください。

　図書館職員お
よび、今年図書
館にインターン
シップ・職場体
験できてくれた
館林商工高校、
明和中学校の生
徒がお奨めする
本を展示・貸出
し て い ま す。　
ぜひご利用くだ
さい。
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１０月２７日～１１月９日
読書週間

この機会に読書を
はじめてみませんか？

図書館映画サロン

と　き　１０月２２日（日）　　
入場料　無料
【子ども向け映画】

　「 I Love スヌーピー 」　１０：３０～
【一般向け映画】

　「 陽光桜 」 　1３：３０～

たのしい読み聞かせ

と　き　１０月２１日（土）　１０：３０～　
　無料で絵本の読み聞かせや工作等を、毎月第３土
曜日午前１０時３０分から行っています。
　１０月は、「はじめてのつるのおんがえし」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。
　お子さんを連れて、ぜひ
お越しください
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●人口　11,429 人

　前月比＋ 11人

　前年比－ 33人

男性　5,742 人

女性　5,687 人

●世帯　4,233 世帯

　前月比＋ 14世帯

　前年比＋ 49世帯

　　　　　　　　　（平成 29年 9月 1日現在）

･ 町県民税（普徴）第３期納期限
・国民健康保険税（普徴）第４期納期限
・後期高齢者医療保険料（普徴）第４期納期限
・介護保険料（普徴）第４期納期限

●コーヒー販売中（ホット・アイス）
●梨販売中

●地方発送（ゆうパック）受付中。
●定期販売　　
　パン、クッキー　( 毎週木曜日 )
　赤飯、いなり寿司、惣菜（毎週火曜日）
●常時販売

　食品　パウンドケーキ各種、ごま、大豆、乾麺、
　　　　海産物（干物）
　雑貨　ぐんまちゃんグッズ
　　　　メイちゃんグッズ
　　　　お土産品各種    
　　　　Ｔシャツ、ポロシャツ
　　　　（オリジナルプリント受付中）

販売商品リスト等

イベント情報等

●第２回ベゴニアまつり

　１０月２日～１２月まで
●第１回シクラメンまつり

　１１月～１２月開催予定
【営業時間】

　・午前８時～午後８時
　・毎週水曜定休日

問　メイちゃん家　☎ 51 ｰ 6381

↓商工生メイちゃん家で職場体験

Event

　１０月１日、町水質浄化センターの下
水道まつりが開催され、約１２０人の見
学者が訪れました。会場では、金魚すく
いや風船の配付コーナーも設けられ、来
場したかたは楽しみながら、施設見学や
汚水が浄化される仕組みの説明を熱心に
聞き入っていました。

　１０月１日、晴天に恵まれた正午、町
立図書館前にある町政施行モニュメント
のループの影が、地面に埋め込まれた方
位板と重なり明和の紋章が現れました。
東京からループ製作に携わった山本誠さ
んも来町され、見学に来た皆さんと一緒
に記念撮影に応じていました。

　８月２３日、宮城県総合運動公園グ
ランディ・２１で、第 46 回全国消防救
助技術大会が開催され、ほふく救出の部
で消防士長の家中力哉さんが入賞しまし
た。



川村耳鼻咽喉科

☎ 72-1337

横田医院

☎ 72-0255

新井内科ｸﾘﾆｯｸ

☎ 20-1220

館林医院

☎ 74-2112

－
まりﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ

☎ 76-7775

藤原医院

☎ 88-7797

堀井乳腺外科

☎ 55-2100

今村クリニック

☎ 70-2221

星野こどもｸﾘﾆｯｸ※

☎ 70-7200

いたくら内科ｸﾘﾆｯｸ

☎ 70-4080

田沼整形外科

☎ 88-9223

－
ごが内科楡ｸﾘﾆｯｸ

☎ 73-7587

増田医院

☎ 82-2255

高木整形外科

☎ 62-6611

板倉耳鼻咽喉科

☎ 80-4333

多々良診療所

☎ 72-3060

かさはら内科

☎ 55-2537

井上整形外科医院

☎ 82-1131

－
森下内科医院

☎ 73-7776

益田小児科※

☎ 62-5535

ふじの木整形

☎ 91-4070

川田耳鼻咽喉科

☎ 72-3314

長谷川ｸﾘﾆｯｸ

☎ 80-3311

加藤医院

☎ 89-1031

慶友整形外科病院

☎ 72-6000

　
◆夜間　夜間急病診療所　☎ 73 ｰ 2313

　　　　　午後 7時～ 10時（日、祝日を　　　
　　　　　除く）
　　　　　内科・小児科（要電話確認）
　◆緊急　館林厚生病院　☎ 72 ｰ 3140
　　　　　（内科系・外科系）

　
館林邑楽歯科保健医療センター

☎ 73 ｰ 8818
　午前 9時～正午・午後 1時～ 3時

　●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
　●高木整形外科は、午前のみの診療となります。
　●内科系の※は、小児科のみとなります。

救急テレホンサービス（☎ 73 ｰ 5699）：受診可能病院を紹介しています。
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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。
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広告面
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※このコーナーでは、毎月明和こども園の活動や取り組
みを紹介しています。

　こども園では地域のかたとふれあ
い、共に楽しむ体験を大切にしてい
ます。
　今年は９月４日（月）・８日（金）
の２日間で年長児９６名が和の郷を
訪問し、歌や手遊び、遊戯などを披
露しました。
　子ども達の元気な姿で笑顔になる
利用者のかたがた。その後、折り紙
遊び・あやとり・コマ回しなど楽し
いひとときを過ごしました。

問　明和こども園　☎ 80-7711

　　↓和の郷で利用者とあやとりをしている園児

10 年後 20年後の自分は何をしていますか？

　私は、医療・福祉系の仕事に就きた
いです。そして人々の健康や生活に密
接して人の役に立つ事をしたいです。

私の１０年後
　私は将来動物に関わる仕事につきた
いです。みんなに動物の事を知っても
らい、笑顔になってほしいからです。

将来の夢
　僕は将来看護師に就きたいです。た
くさんの命に関わり、たくさんの人を
笑顔にしたいです。

私の夢

集まれ！

未来の

子どもたち


