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新型コロナワクチン

３回目の接種券の
発送時期は？

３回目は、１・２回目と異なる
ワクチンで接種できるの？

追加接種（３回目）の接種券は、２回目の

１・２回目で接種したワクチンにかかわらず、

接種時期に応じて順次発送します。

『ファイザー社製ワクチン』又は『武田 / モデ
ルナ社製ワクチン』のどちらでも３回目接種を

２回目接種日（令和３年） 発送予定時期

受けられます。日本では、

７月以前

発送済み

いずれのワクチンも薬事

８月

３月上旬

承認されており、予約時

９月

３月中

追加接種（３回目）の予約受付
対象者

２回目接種済みで、接種日時点で18歳以上のかた
初回接種のワクチンにかかわらず、下記のいずれかを選択

ワクチン・接種会場

▶武田／モデルナ社製
▶ファイザー社製

川島脳神経外科医院、慶友整形外科クリニック、市民体育館（集団接種会場）
にれ

うえの医院、公立館林厚生病院、ごが内科楡クリニック、新橋病院（20歳以上のか

た）、菅沼医院、館林記念病院、つつじメンタルホスピタル
※予約の開始日時や接種日程については日程表を接種券に同封しますので、そちらをご確認ください

初回接種（１・２回目）の予約受付

に空いている予約受付枠

満12歳以上

対象者

の中から選べます。

ワクチン

ファイザー社製（３週間の間隔で２回接種）

予約スケジュール

急いで追加接種を受けたいときはどうすればいいの？
３回目の接種をお急ぎのかたは、市内の武田／モデルナ社製ワクチンの接種会場で、６か月の接種間隔で接種

予約受付開始

医療機関名

接種日程（１回目・２回目）

３月11日㈮
午前９時頃

うえの医院
（赤生田町1828-5）

３月28日㈪・４月18日㈪
３月30日㈬・４月20日㈬

予約時間
午後３時～６時（予約枠は60分ごと）

できるようになりました。

※１回目の接種日時のみ予約してください。２回目の日程は自動で予約されます

予約方法

予約方法

▶接種券が手元にあるかた

▶接種券が手元にないかた

２回目接種から６か月以上の間隔で、予

次の方法で、接種券の早期発送を申請して

約枠に空きのある日程が予約できます。

ください。

群馬県ＬＩＮＥ公式アカウント、又は館

ぐんま電子申請受付システム

林市コロナワクチンコールセンターで予

同コールセンター

℡0570 0 1 0

１

群馬県ＬＩＮＥ公式アカウント
「群馬県デジタル窓口」
（推奨）

右の２次元コードから、アカウント
ぐんま電子申請

884

受付システム

を友だち登録して予約してください。

２

館林市コロナワクチン
コールセンター

℡0570 – 0 1 0 – 8 8 4

土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時45分で
受付しています。

約してください。

注意事項

接種時に必要な物は？
接種券、予診票、本人確認書類（運転免許証、
健康保険証など）
、
お薬手帳（服薬しているかた）をお持ちください。

３

広報館林

▪接種予定日の２営業日前まで予約できます
▪各医療機関での予約受付はできません。接種会場の医療機関への問合せはご遠慮ください
▪予約のキャンセルはＬＩＮＥやコールセンターからできますが、接種当日及び前日のキャンセルは直接医療機
関にご連絡ください

問合せ
同コールセンター（℡ 0570 – 0 1 0 – 8 8 4 ）（土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時45分）
2022．3．1
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皆

さんこんにちは！たてばやし５つのゼロ宣言を勉強中のゼ
ロ子です。突然ですが、水平リサイクルをご存じですか？
今月は４月から館林で実施される水平リサイクルについて、皆さ
んに紹介していきたいと思います。

ni
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皆さんのペットボトルが戻ってきます！

rati
o
b
a
l
l

on

そ

ペットボトルはペットボトルに

主要キャラクター４人が「館林アニメアンバサダー」に就任して１周年を迎えたことを記念して、
描き下ろしイラストとラッピング路線バスが完成しました。

水平リサイクル
のゼロ宣言﹂の温室効果ガ

ことから︑﹁たてばやし５つ

同じ材料を何度も利用する

再び同じ製品を作ること︒

用済み製品を原料に戻し︑

水平リサイクルとは︑使

テーションで収集するペッ

り︑４月から館林のごみス

結しました︒この協定によ

の推進に関する協定﹂を締

トボトルの水平リサイクル

ルにリサイクルする﹁ペッ

トルを繰り返しペットボト

循環型社会を実現するため︑

ス排出量ゼロ︑プラスチッ

トボトルは︑飲料メーカー

あずま や

＼また戻ってくるからこそ徹底を／
ペットボトルの 分け方・出し方のポイント

キャップをとる
ラベルをとる
すすぐ
つぶす

ナ
ペットボトルの収集コンテ
ー
に入れるときは、必ずビニ
！
ょう
ル袋から出しまし

つつじのまち観光課観光振興係（℡74 ‑ 5233）

作品の前半部分や回想など、物語の重要なシーンで
登場するつつじが岡公園内の東屋を背景に、主要キャ
ラクター４人が館林の要素をあしらった持ち物や装飾
、 女子旅」として散策する様子を描きま
品を身に着け「
した。今後、本イラストを活用した企画やグッズ制作
なども展開していきます。このイラストのパネルはつ
つじが岡ふれあいセンターで展示中です。
家庭から収集するペットボ

クごみゼロにも貢献する一

ボトルには︑き

が販売する商品のペットボ

ボトル

地球環境課資源対策係（℡47 ‑ 5126）

トルにリサイクルされます︒

れいな状態のペットボトル

トリー食品インターナショナル㈱

問合せ

石二鳥のしくみです︒

ボトル﹂や﹁Ｂ

to

ペットボトルの場合はボ

トルからボトルを作るため︑

﹁ボトル

め︑皆さんのご協力をお願

to

が必要です︒環境を守るた

回収したペットボトルは︑

いします︒
左：アサヒ飲料㈱、右：サントリーホールディングス㈱、サン

Ｂ﹂と呼ばれています︒

石油から作られるＰＥＴ樹

脂と同レベルの高純度原料

になるため︑新品と変わら

ない透明できれいなペット

ボトルにリサイクルされます︒

ペットボトルは︑これま

で主に繊維やシートなどに

リサイクルされていました

が︑最後はごみになってし

まいます︒

そこで︑本市と飲料メー

カーは︑環境負荷の少ない

協定締結式

to

ら

本市が舞台の一つとなっているＴＶアニメとして平成30年に放映された「宇宙よりも遠い場所」。

▶キャラクター左から
しら いし

ゆ

づき

白石結月 白鳥の髪飾り、
「おみたて」紙袋
み やけ ひ なた

三宅日向 キツネの髪飾り、こいのぼりキーホルダー
たま

き

玉木マリ
こ

ぶち ざわ しら

せ

つつじの髪飾り、ぽんちゃんぬいぐるみ

小淵沢報瀬

問合せ

つむぎ

花ハス髪飾り、館林紬巾着

安全安心課交通防犯係（℡47 ‑ 5115）

アニメスポット及び里沼付近を走行する路
線バス「赤羽線」、「茂林寺巡回線」の運行車
両１台に、主要キャラクターと日本遺産「里
「実り」
「守り」
沼（SATO‑ NUMA）−「祈り」
の沼が磨き上げた館林の沼辺文化」を象徴す
る３つの沼（茂林寺沼、多々良沼、城沼）を
組み合わせたデザインをラッピングしました。
バスを利用するときや街中で見かけたときに
はぜひご注目ください。
走行ルート周辺スポット

館林駅、つつじが

茂林寺沼

岡公園、茂林寺、茂林寺前駅、城沼、茂林寺
沼など
運行日

赤羽線

火・木・土曜日（祝日運休）

茂林寺巡回線

５

広報館林

月・水・金曜日（祝日運休）

多々良沼

本市は（一社）アニメツーリズム協会主催「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」に、
年連続認定されています！
４年連続認定されています！

城沼

2022．3．1

4

年長児（接種期限は令和４年３月31日㈭まで）
１歳〜３歳になる前日まで

※二種混合はジフテリア・破傷風

※今年度中で、接種を希望されるかたは、定期接種（無
料）として接種が可能です。詳しくは、保健センター
へお問い合わせください

し︑未成年者が親の同意を得

親の同意が必要です︒も

成年者の場合︑契約には

いこと︑軽い気持ちで契約し

う︒ネットの情報に流されな

りする勧誘には注意しましょ

かりを強調したり︑急がせた

未
ずに契約した場合には︑民法
ないこともたいせつです︒

ったん成立した契約は︑

で定められた﹁未成年者取消
権﹂によって︑その契約を取
り消すことができます︒成年
になると︑親の同意がなくて
原則取り消すことができ

館林市消費生活センター（℡72 ‑ 9002）へ！

い

間が決まっているので︑困っ
たら早めに消費生活センター
に相談しましょう︒

29

象物件について記載された部分を
閲覧できます︒
期間 通年 午前８時 分〜午後
５時 分︵土・日曜日︑祝日及び
年末年始︵ 月 日㈭〜令和 年
１月３日㈫︶を除く︶

固定資産税の縦覧・閲覧

令和４年度の固定資産評価︑価
格等決定に伴う固定資産課税台帳
などの縦覧と閲覧を行います︒
縦覧
納税者が自分の所有する土地・
家屋の評価額について︑市内の他
の土地・家屋の評価額と比較して
適正かどうかを確認できる制度で
す︒ただし︑土地・家屋いずれか
の所有の場合︑所有する区分の固
定資産のみの縦覧になります︒
期間 ４月１日㈮〜５月 日㈫
午前８時 分〜午後５時 分︵土・
日曜日︑祝日を除く︶
対象
︵次のいずれかに該当するかた︶

固定資産税の納税者︵免税点未
満及び非課税の場合は不可︶及
び同一世帯の親族
納税者の委任を受けた代理人
納税管理人
縦覧内容
土地価格等縦覧帳簿︵所在︑地
番︑地目︑地積︑評価額︶
家屋価格等縦覧帳簿︵所在︑地
番︑家屋番号︑種類︑構造︑床
面積︑評価額︶
手数料 無料
閲覧
納税義務者などが自分の資産に
ついて︑固定資産課税台帳︵１月
１日現在︶の内容を閲覧できる制
度です︒借地人・借家人も借用対

消費者トラブルに巻き込まれたときは…

も自分で契約ができるように
ません︒しかし︑販売形態に
よる解約ができたり︑事業者

なりますが︑未成年者取消権

による不当な勧誘があった場

よってはクーリング・オフに

契約にはさまざまなルール
合に︑契約を取り消したりで

日本脳炎の特例措置

下記の生年月日のかたは、未接種分が接種できます
平成19年４月１日までに生まれたかたは20歳未
満まで接種可能
平成21年10月１日までに生まれたかたは13歳未
満まで接種可能

平日の午前９時〜正午、午後１時〜４時

は行使できなくなります︒
があり︑安易に契約を交わす
きることがあります︒こうし

中学１年生〜高校１年生相当の女子

た権利の行使には︑できる期

とトラブルに巻き込まれる可

ためには︑日ごろから契

費者トラブルに遭わない

能性があります︒

消
約に関する知識やルールを学
び︑本当に必要な契約かどう
かを考えて行動することが重
要です︒﹁簡単にもうかる﹂﹁今

子宮頸がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）

土地・家屋の評価額を確認できます

だけ特別﹂など︑メリットば

９歳〜13歳になる前日まで

対象
︵次のいずれかに該当するかた︶

固定資産税の納税義務者及び同
一世帯の親族
納税義務者の委任を受けた代理人

納税管理人
借地人・借家人
閲覧内容 固定資産課税台帳︵土
地・家屋・償却資産︶の名寄帳など

手数料 ３００円
※縦覧期間中は無料︒ただし︑写
しが必要な場合は１枚につき
円がかかります
共通事項
ところ 税務課資産税係
持参する物 本人確認書類︵運転
免許証︑マイナンバーカードなど
顔写真があるものは１点︑保険証
や年金手帳など顔写真がないもの
は２点︶
※代理人の場合は︑納税義務者な
どからの委任状が必要です
※借地人・借家人は︑
権利を証明する契約
書などが必要です
５
問合せ 同資産税係︵℡
‑１
０８ ︶

6
2022．3．1
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7

は従来の年齢が維持されます。
女性の可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、
男女ともに18歳で結婚ができるようになります。
日本脳炎２期

※子宮頸がん予防ワクチンの積極的な勧奨の差し控え
が終了となりました。今後の積極的な勧奨は、国の
動向を踏まえ決まりしだい周知します

11歳〜13歳になる前日まで

開所時間

（競馬、競輪など）の投票券（馬券など）の購入

予防接種で病気を未然に防ぎましょう

麻しん風しん混合（２期）

水痘（１・２回目）

消費者庁若者ナビ（ＬＩＮＥ）でも、
消費者トラブルの事例や最新情報など
を随時配信しています
10

ギャンブル依存症対策などの観点から、公営競技

□結婚

３月１日〜７日は子ども予防接種週間

ヒブ（１〜３回目、追加）、小児肺炎球菌（１〜３
生後２か月〜５歳になる前日まで
回目、追加）

12

が維持されます。

□各種資格などの取得

持参する物 母子健康手帳︑予診
４月からの入園・入学に備えて
必要な予防接種を済ませましょう︒ 票︑健康保険証
※予診票のないかたは母子健康手
接種場所 市及び邑楽郡内の指定
帳を持参し健康推進課へ
医療機関︵指定医療機
問合せ 同母子保健係︵保健セン
関以外での接種の場合
５１５５︶
ター内 ℡

１歳になる前日まで

５

令和４年４月１日から、民法で定める成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。引き下げによる消
はお問い合わせください︶

ＢＣＧ、Ｂ型肝炎（１〜３回目）

30

47

携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカー
ドを作ることなどを、親の同意なしで行えます。

３歳〜７歳半になる前日まで

15

□公営競技の投票券の購入
公認会計士や司法書士などの国家資格や、10年有
効のパスポートの取得ができるようになります。
二種混合２期

15 31

健康被害への懸念から、飲酒・喫煙は従来の年齢
１歳〜２歳になる前日まで
麻しん風しん混合（１期）

30

□飲酒・喫煙
□親の同意なしでの契約
日本脳炎１期（１・２回目、追加）

お知らせ

20 歳にならないとできないこと
18 歳からできること
四種混合（１〜３回目、追加）

生後３か月〜７歳半になる前日まで
※四種混合は百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ

出生６週０日後〜24週０日後（32週０日後まで）
※ワクチンの種類で接種最終週数が異なります

接種対象年齢
種類

74

費者トラブルに気を付けましょう。
健
保
ロタウイルス

市役所からのお知らせ
●代表☎0276 ‑ 72 ‑ 4111

成年年齢引き下げで変わること・気を付けること

講 健
保
座 ・ 福
教 祉
室
内︶へお問い合わせください

を希望する場合は︑事前に
健康推進課︵保健センター
予診票︵令和３

年４月に郵送済み︶︑
健康保険証

持参する物
問合せ 同母子保健係︵同セ
５１５５︶
ンター内 ℡

クシー利用券の追加や再交付
はできません︒
令和４年度乳幼児健康
対象 本市に住民登録がある
診査及び各種教室日程
次のいずれかに該当するかた
令和４年度の乳幼児健康診
①在宅の要支援・要介護認定
査及び各種教室の日程表は市
を受けている
ホームページに掲載するほか︑ ②在宅で︑身体︑又は精神障
保健センター︑市役所︑公民
がい１級・２級︑療育手帳
館︑子育て支援センターなど
Ａ・Ｂ中・Ｂ１
でも配布しますので︑ご確認
③ 歳未満の児童を扶養して
いる四輪自動車を持たない
ください︒乳幼児健康診査は︑
ひとり親家庭
対象のかたに個別にご案内し
※自動車税などの減免を受け
ます︒
ている世帯及び入院中のか
問合せ 健康推進課母子保健
たは対象になりません
係︵保健センター内 ℡
５１５５︶
持参する物 印鑑︑身分証明
書︑障害者手帳など
申込み・問合せ ３月 日㈮
いきいきタクシー
から︑①は高齢者支援課高齢
利用券を交付
５１３０︶︑
者支援係︵℡
②は社会福祉課障がい福祉係
５１２８︶︑③はこど
︵℡
も福祉課子育て支援係︵℡
５１３５︶へ
タクシー料金の一部を助成
するいきいきタクシー利用券
を希望者に交付します︒４月
１日㈮から利用できます︒タ

オンライン企業ガイダンス

８６０９︶

回市民歩け歩け大会

ス ポ ー ツ

定員 15組（先着順）

定員
人︵先着順︶
参加費 無料
持参する物 マスク︑飲み物︑
雨具︑帽子︑お持ちのかたは
歩け歩け大会参加記録証
申込み・問合せ ３月８日㈫
〜４月４日㈪の午前９時から
午後８時までに︑電話でスポ
ーツ振興課振興係︵ダノン城
２６１
沼アリーナ内 ℡
１︶へ
※３月 日㈮は
休館日
※健康マイレー
ジ対象事業

コース 郷谷地区
︵全長約７

︶

とき・ところ ４月 日㈰
午前９時・郷谷公民館集合
正午解散
︵小雨決行︒荒天中止︶

第

‑ 5155）へ
㎞

高齢者用肺炎球菌
ワクチン接種
今年度該当するかたの高齢
者用肺炎球菌ワクチンの公費
負担は︑令和３年度末までに
接種したものに限ります︒希
望するかたは早めに接種をし
てください︒
対象
今年度中に 歳︑ 歳︑
歳︑ 歳︑ 歳︑ 歳︑
歳及び１００歳になるかた
歳から 歳で︑心臓︑腎
臓︑呼吸器の機能に自己の
身辺の日常生活活動が極度
に制限される程度の障がい
や︑ヒト免疫不全ウイルス
によって︑日常生活がほと
んど不可能な程度の障がい
があるかた
※過去に一度でも同ワクチン
の接種を受けたかたは対象
外です
接種費用 ２０００円
※生活保護を受給中のかたは
自己負担金が免除されます︒
免除申請をされるかたは︑
事前にご連絡ください
接種期限 ３月 日㈭
実施方法 市及び邑楽郡内の
指定医療機関で個別接種
※指定医療機関以外での接種

催 し 物
令和４年度新入社員
オンラインセミナー

事業所︑館林商工会議所会員︑
︵公財︶日本電信電話ユーザ
協会会員以外のかたは︑一人
につき２２００円︶
申込み ３月 日㈮までに︑
事業主が申込書
︵市又は同会議
所ホームページ
にあります︶を
１
ファクスで同協会︵
‑
６５９︶へ
問合せ 同協会館林地区協会
１
事務局︵℡
‑ １６１︶
とき
３月２日㈬ 午後１時 分
〜３時 分
３月３日㈭ 午後１時 分
〜３時 分
３月 日㈫ 午後３時 分
〜４時 分
※変更がある場合は︑市ホー
ムページ及び申込みフォー
ムでお知らせします
方法 オンライン︵Ｚｏｏｍ ︶
※パソコンやスマートフォン
などの端末は自分でご用意
ください
参加費 無料
申込み 各日３日
前までに︑下記二
次元コードへ
問合せ 市商工課工業振興係
５１４８︶︑又はハロ
︵℡
ーワーク館林︵℡

夫、又は家族
内容 カタパ
ルト紙飛行機
大会︑ひっく
り返しゲーム︑
子どもくじ引
き大会
参加費 無料
申込み・問合せ ３月 日㈰
の午前 時から︑同児童館︵℡
４１５５︶へ

くるくるサンドイッチ作り

とき ３月 日㈯ 午後 時
分〜 時
ところ 児童センター
対象 中学生〜高校生
人︵先着順︶
定員
参加費 無料
申込み・問合せ 当日の午後
３時から︑同センター︵℡
１５２２︶へ

大人のための朗読会
とき ３月 日㈰ 午後１時
分〜３時 分
※途中休憩あり
ところ 図書館
人︵先着順︶
定員
出演 朗読 ゆうの会
参加費 無料
申込み・問合せ ３月８日㈫
の午前９時から︑同館︵℡
２３４６︶へ

佐野大仏 観音寺管理事務所/供養の郷（佐野商工会議所 正会員）[mail] info@kuyounosato.com

〒327-0015 栃木県佐野市金井上町2237

８
2022．３．1
感染症防止のため、講座・イベントなどは中止や延期、又は内容を変更する場合があります。また、
イベントなどに参加する際は、マスクを着用し、事前に検温などで健康状態を確認してご参加ください。

広報館林

９

ホームページ

・東武佐野市駅より徒歩
・東武佐野市駅より徒歩8分
・東武佐野市駅より
徒歩8
8分
・佐野市駅より関東バス
・佐野市駅
関東バス
「佐野厄除け大師」バス停下車すぐ
じ

のん

かん

ぶつ

だい

の

春のレク大会
とき ３月 日㈯ 午前 時
分〜 時 分
※雨天決行
ところ 赤羽児童館及び赤羽
公民館グラウンド
※雨天時は同児童館内
対象 市内在住の乳幼児親子
又は小学生
人程度︵先着順︶
定員

えいたいじゅもくそう

㈪から、健康推進課母子保
74

田 口 恵 之

合同墓

永代樹木葬なら
ペットと一緒に入れる区画ございます

永代樹木葬

（1名様）

15
合同墓

ご見学会 は 土日も 開催
開催中！
中！
開催中

〒 374 − 0053 群 馬 県 館 林 市 赤 土 町 810 − １
☎ 0276 − 73 − 5011 Fax 0276 − 73 − 5013
http://taguchikaikeizimushiiyo.tkcnf.com/pc/
E-mail:taguchi-yoshiyuki@tkcnf.or.jp 関東信越税理士会所属

税 理 士
（1名様）

10

資料請求（無料）
▶☎ 0283
0283-25-8535
0283-25
25-8535
25
8535

佐野大仏 観音寺

田 口 会 計 事 務 所
えいたいくようぼ

万円
〜

あなたは大丈夫？
相続税のこと考えてますか？
悩 む 前 に ご 相 談 を ！（ 無 料 相 談 受 付 中
土・日・ 可 ）

永代供養墓

３月14日
申込み・問合せ

℡74
健係（同センター内
10

13

３
73

74

万円
〜
定休日：月曜日・木曜日
受付時間10
：00〜16：30

さ

◆

無料
参加費
26

30 27

開業・決算・確定申告などの税金に関することなら

大好評

◆

宗旨・宗派は不問です ◆ 親族のご負担がございません
年間管理費が不要です ◆ 後継者がいなくても大丈夫です
◆ 住職が永代にわたり供養いたします
生前予約ができます
◆

新しい お墓の
カタチ

の講話と実習
40

25

10

４

10

保健センター
ところ

保育・沐浴について
内容

72
25

35

30

40

10

72

時30分〜３時
75

25

20

15

30

30 26

30

30

の出産を迎える妊婦とその
申込フォーム

47

６月・７月に初めて
対象
25

74

午後１
４月19日㈫
とき
47

ママパパ学級
保育沐浴講習
11

40

47

47

15

新入社員教育の一環として
ご活用ください︒
とき ４月５日㈫・７日㈭・
日㈬・ 日㈮
午前の部 午前９時 分〜
午後０時 分
午後の部 午後１時 分〜
４時 分
※ 日㈮は午前の部のみ
※いずれの日時も内容は同じ
です
対象 市内事業所
募集人数 各回 人
内容 社会人として必要な基
礎知識と心構えを学びます
参加費 無料︵ただし︑市内
市ホームページ

31

85 65

64

30

74

25

80

22

30

とき ３月21日㈷ 午後１時30分〜
３時30分
ところ 文化会館小ホール
定員 30人（先着順）
内容 茂林寺沼湿原に生息する水生

25

60

13

22

茂林寺沼自然学習会

18

30

95 75

お

まさ

き

22

参加費 無料
申込み・問合せ ３月18日㈮までに、
文化振興課文化財係（同館内 ℡74
‑ 4111）へ

90 70

30

30

植物について学びます
講師 青木雅夫さん（群馬県文化財
保護審議会専門委員）
あお

情報アラカルト

Information
a la carte
●代表☎0276 ‑ 72 ‑ 4111

募 集
遺跡発掘作業員
遺跡発掘作業員を登録制で
募集します︒
対象 市内及び近隣在住で︑
発掘現場までの通勤が可能な
かた
登録期間 ４月１日㈮〜令和
５年３月 日㈮
勤務地・時期 市内・不定期
報酬︵時給︶ ８９７円
申込み ３月 日㈭の午後５
時までに︑申請書︵文化振興
課及び市ホーム
ページにありま
す︶を同文化財
係へ
問合せ 同文化財係︵文化会
４１１１︶
館内 ℡
※登録者全員が必ず任用され
るものではなく︑発掘現場
の状況により任用人数・期
間は異なります

市緑化推進委員会委員

より煙や灰などで、ご迷惑をおかけす

ることがありますが、ご理解・ご協力
をお願いします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止

さい
申込み・問合せ 自衛隊群馬
地方協力本部太田出張所︵℡
７３０５︶へ

ヨシ焼きを実施します。風向きなどに

シルバー人材センター
入会説明会
シルバー人材センターは︑
臨時的・短期的な就業を希望
する高齢者が知識と経験を生
かして仕事をすることで︑健
康の増進と生きがいの充実を
図り︑活力ある地域社会づく
りを目指す団体です︒ぜひ︑
入会説明会にお越しください︒
とき ３月 日
㈫ 午前 時〜
時︵予定︶
ところ 西公民館

前にお申し込みください
問合せ 教育総務課総括係︵℡
５１６４︶

邑楽館林医療事務組合
医師育成修学資金

※雨天、強風の場合は３月18日㈮に延期

アコーディオンに興味があ
るかた︑いっしょに弾いてみ
ませんか︒
とき ４月７日㈭〜 月 日
㈯の毎週木曜日 午後７時〜
８時︵月４回︒ 月 日㈯の
演奏会で修了︶
ところ 郷谷公民館
参加費︵月額︶ １０００円
※アコーディオン借料が別途
月１０００円かかります
申込み・問合せ 同館︵℡
４０７５︶へ

アコーディオンサークル
第 期生

申込み 当日会場へ
問合せ 同センター︵℡
１３２１︶

のため、参加者以外の見学などはご
ページにあります︶に必要事
項を記入し︑戸籍抄本︑在学
︵卒業︶証明書︑成績証明書
を添えて人事秘書課医師確保
支援係︵〒３７４ ８５３３
同院内︶へ
問合せ 同医師
確保支援係︵℡
３１４０︶

講 座 ・ 教 室
パソコン入門講座
とき ４月８日㈮〜 日㈮の
火・金曜日 午後７時〜９時
︵全５回︶
ところ 渡瀬公民館
人︵申し込み多数の
定員
場合は市内在住・在勤のかた
優先︶
内容 パソコンの基本操作︑
文書の作成・編集︑ファイル
の作成・変更など
参加費 ２５００円︵教材費
など︶
申込み
月 日㈫の午後６
時から７時までに︑同館へ
問合せ 勝目弘教さん︵生涯
学習館林市民の会 ℡０８０
１３４５ ４
８７８︶︑又は市
生涯学習課生涯
学習係︵℡
‑
５１６６︶
かつ

め

ひろ のり

10
2022．３．1

緑化について関心がある
平日昼間の会議に出席できる

募集人員 ２人
内容 市が行う緑化政策に関
する事項の意見具申など
任期 ４月１日㈮から令和６
年３月 日㈰︵２年間︶
申込み・問合せ ３月 日㈫
︵必着︶までに︑申込書︵緑
のまち推進課及び市ホームペ
ージにあります︶に︑応募動
機︵４００字程度︶と必要事
項を記入のうえ︑持参又は郵
送で同緑化政策係︵〒３７４
８５０１ 市役所内 ℡
５１５４︶へ

防衛省では︑次のとおり自
衛官を募集しています︒
募集種目・応募資格・受付期
間︵必着︶
一般幹部候補生︵大卒程度︶
歳以上 歳未満 ４月
日㈭まで
一般幹部候補生︵院卒程度︶
歳以上 歳未満 ４月
日㈭まで
歳以上
一般曹候補生
歳未満 ５月 日㈫まで
予備自衛官補︵一般︶
歳以上 歳未満 ４月８日
㈮まで
※詳しくはお問い合わせくだ

自衛官になりませんか

22

者からの委任状︑代理人の
身分証明書
※法定代理人の場合は︑成年
後見人登記事項証明書など
申込み 月〜金曜日の午前８
時 分から午後５時 分︵祝
日及び年末年始を除く︶まで
に︑申込書︵市ホームページ
にあります︶及び必要書類を︑
直 接又は郵送で市民課戸籍係
︵〒３７４ ８５０１ 市役
所内︶へ
５
問合せ 同戸籍係︵℡
１２２︶

教育委員会定例会

72

31

とき
月 日㈭ 午後６時
ところ 市役所５０１会議室
人︵先着順︶
定員
申込み 当日会場へ
※団体で傍聴する場合は︑事

お
まさ
き
あお

℡75 ‑ 2532 ）、又は館
公園を愛する会
11

26

22

感染症防止のため、講座・イベントなどは中止や延期、又は内容を変更する場合があります。また、
イベントなどに参加する際は、マスクを着用し、事前に検温などで健康状態を確認してご参加ください。

広報館林

11

多々良沼公園北側（邑楽郡邑
ところ

午前９時〜正午頃
３月16日㈬
とき

青木雅夫さん（多々良沼自然

問合せ
館林市広報

26

W86×H45.5ｍｍ
同院ホームページ

楽町）
11

15

多々良沼のヨシ焼きを行います
公立館林厚生病院に将来医
師として勤務する意思のある
医科大学生などへ医師育成修
学資金を貸与します︒貸与終
了後に一定期間同院に勤務す
ることで返還が免除されます︒
募集人員 若干人
資格
①医科大学︑又は医科大学院
において医学を履修する課
程に在学する３〜６年次の
学生
②大学において医学を履修す
る課程を修了し︑医師国家
資格を取得しようとする者
貸与期間 ４年以内︵②は１
年以内︶
貸付額 月額 万円︵年額１
８０万円︶
審査 書類審査及び面接
申込み 申請書︵同院ホーム

瓦工事•屋根工事
（株）
マルシゲ

e-mail maru.shige@dream.jp 全瓦連技能グランプリ
2010年

080-3011-0816/03-5654-7600

林土木事務所（℡72 ‑ 4355）
72

遠慮ください
72

22

貴重な湿地環境の保全などのため、
10

47

20

３

47

市ホームページ

だきます。

47

14

14

33

18

26

28

33

11

47

22

15

10

18

15

47

応募資格︵次の全てに該当す
るかた︶
歳以上
市内に引き続き３か月以上
住所がある
本市の３機関以上の委員に
なっていない

大防止のため延期とさせていた

34

24

お 知 ら せ

が、新型コロナウイルス感染拡

３

登録型本人通知制度

日㈰の開催を予定していました

15

（℡47 ‑ 5166）

31

市民フェスティバルは、５月29

20

などでお知らせします。

31

74

令和４年度のふるさとづくり

本人や家族以外の第三者に
住民票や戸籍謄本などの証明
書が交付された場合︑交付し
た事実を本人にお知らせ︵郵
送にて通知︶する制度です︒
対象 本市に住民登録又は本
籍があるかた︑若しくは以前
にあったかた
通知内容
証明書交付年月日
証明書の種類・通数
交付請求者の種別︵法定代
理人又は第三者︶
登録の有効期限 無期限
提出書類
本人申請 申込書︑本人確
認書類の写し
代理人申請 申込書︑申込

詳細については、後日広報紙

20

ふるさとづくり
市民フェスティバル延期

30

生涯学習課生涯学習係
問合せ

情報アラカルト

Information
a la carte
●代表☎0276 ‑ 72 ‑ 4111

地元でコツコツ30年！町の小さな屋根やさん

https://marushige-yane.com

本
店 〒326-0003 栃木県足利市名草下町 4461-1 『国土交通大臣賞』受賞
東京支店 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩 3-1-5

市 民 の
ひ ろ ば
市民の皆さんの活動や
イベントを紹介する
コーナーです

フォトキャンバス

file_331

ＮＨＫの人気教育番組が館林で公開収録

「ニャンちゅうの宇宙に夢チュー！」が、
２月11日、
向井千秋記念子ども科学館で行われ、来場者は番組
キャラクターのニャンちゅうやタラスズ、おねんど
お姉さんなどと宇宙について学んだり、かわいい粘
土工作を楽しんだりしました。当日の様子は、３月
20日㈰の午後５時からＥテレで放送されます。

自作のお面で鬼は外

元気いっぱいに鬼退治

２月３日、美園保育園で節分の豆まきが行われました。
子どもたちは自作のかわいい鬼のお面をかぶり、現れた鬼
に向けて「鬼は外！」と元気いっぱいに鬼退治。中には鬼
を見て怖がって泣いてしまう園児も。日本の伝統行事に触
れ、一年の幸福と無病息災を願いました。

次世代の子どもたちに青い地球を引き継ぎたい
たき た

え

み

こ

滝田江美子さん
近藤町

館林の文化・芸術をひもとく

１月31日、オープン講座が西公民館で行われました。
今年度発行された館林市史特別編に合わせ、館林で育ま
れた文化・芸術の歴史を学芸員が解説。その中から館林
出身の版画家藤牧義夫や、館林高校ゆかりの洋画家石井
清夫について、生涯や作品、功績などを紹介しました。
ふじ まき よし

きよ

13

お

いし

い

40

27

57

が生じています。海水温の
上昇でサケが戻らず、受精
卵の入手が困難になってい
るそうです。そこで滝田さ
んは、「源流である足尾の植
樹活動を始めて、たくさん
の子どもたちに参加してほ
しいんです」と、新たな活
動に意欲を見せます。
お二人の娘のうち、『息子
のために館林にオリーブの
森を』と願い活動していた
長女を亡くした滝田さん。
亡き娘の思いも重ね、未来
に生きる子どもたちに緑豊
かな自然をつなぐため、今
後も活動に励みます。

近現代から未来につながる歴史を学ぶ

うれしげに話してくれました。

今年も多々良沼や城沼にたくさんのハクチョウが飛来し
ています。遠く離れたシベリアから海を越えて館林まで渡
ってくる「冬の使者」とも呼ばれるハクチョウたち。11月
中旬から３月上旬にかけて飛来し、今期の最多飛来数は 1
月16日の合計4 9 0羽でした。

去る２月 日、渡良瀬川
にサケを放す会による稚魚
の一斉放流が行われました。
この活動は、
「足尾に緑を、
渡良瀬川に清流を」のスロ
ーガンの下、昭和 年から
年間継続されてきました。
事務局長の滝田さんは、
「参加者のかたから『卵か
ら赤ちゃんが生まれる瞬間
が見られて、小一の子ども
がとても喜んでいます』と、
電話をいただいたことが一
番印象に残っています」と、

日本遺産「里沼」冬の風物詩

しかし、近年の地球温暖
化の影響で、活動にも支障

今年もたくさんのハクチョウが飛来

子どもたちの
笑顔をつなげて

ニャンちゅうたちと宇宙を知ろう！

profile
昭和23年２月、渋川市生まれ。渡良瀬川
にサケを放す会事務局長。足尾のはげ山
の姿を目にし、環境問題に関心を持つ。
先輩たちの活動を引き継ぎ同会に入会。
趣味は約20年前に習い始めた日本古来の
木管楽器「篠笛」。

昨年12月に館林城ゆめひろばで開催されたサケの卵の
配布会（ 写真左）。大きくなって戻ることを願いつつ、
渡良瀬川で行われた稚魚の一斉放流（写真右）

お

広報館林
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図書館

図書館
（℡74‑ 2346）

肩こり 便秘 たるみ むくみ うつ
うつを 自分の手でときほぐす！ひと
りほぐし
崎田ミナ／著

メアリー・オールド／文 エリーサ・パガネッ
リ／絵 いわじょうよしひと／訳 ＢＬ出版

オーケストラの個々の楽器を紹介しつ
つ、実際の楽曲を付録のＣＤで聴くこと
ができる楽しい絵本。オーケストラの世
界をのぞいてみよう。
（児童書）

３月16日㈬ ラルジャン（字幕）

３月20日㈰ パッチ・アダムス（字幕）

４月２日㈯
影裏

おはなしと紙芝居の会

４月３日㈰

当面の間お休みしています。再開につい
ては、当館ホームページをご覧ください。
４月６日㈬ 真昼の決闘（字幕）

同館ホームページへ

午後７時20分〜７時50分

定員 各10組（１組３人まで。先着順）
申込み ３月19日㈯の午前９時から、右のぐんま
電子申請受付システムか、電話で同館へ

館林市少年少女合唱団

感染症防止のため、講座・イベントなどは中止や延期、又は内容を変更する場合があります。また、
イベントなどに参加する際は、
マスクを着用し、
事前に検温などで健康状態を確認してご参加ください。

第36回定期演奏会

「歌声は大空に」を合言葉に、毎週土曜日の午後２時か
ら、三の丸芸術ホールなどで練習しています。館林市・邑
楽郡内の小学２年生から中学３年生までの児童生徒を中心
に活動中です。
今年度の演奏会は、公民館などでお知らせをしていまし
たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客で
の実施となりました。ご理解ご協力をお願いします。
とき ３月13日㈰
ところ 三の丸芸術ホール
内容
第１部 うたえバンバン、
走れ若きランナー他
第２部 音楽劇「笛吹き
パパゲーノ」
問合せ 文化振興課芸術文化係（文
化会館内 ℡74 4111）

向井千秋記念子ども科学館（℡75 ‑ 1515）
①〜③は参加費無料（ただし、①・②は大人は別途入館料がかかります）
※３月 6 日㈰は家庭の日のため入館無料

④科学講座「身近なもので
染めちゃおう！オリジナ
ルハンカチをつくろう」
とき ４月23日㈯ 午前
９時30分〜正午
対象 小学生以上（小学１・２年生は保護者同伴）
定員 12人（先着順）
参加費 200 円（材料費・保険料）
申込み ３月26日㈯の午前９時から、
ぐんま電子申請
ぐんま電子申請受付システムへ
受付システム
【お知らせ】
開館30周年記念「おかえり はやぶさ２−帰還
カプセル特別展ー」
（３月18日㈮〜22日㈫）開催に
伴い、開館日が一部変更になります。また、期間
中は開館時間を延長します。
臨時開館 ３月22日㈫
臨時休館 ３月17日㈭・23日㈬
開館時間 午前９時〜午後７時
（入館は午後６時30分まで）

国登録有形文化財（建造物）

資料館

第一資料館
（℡74 ‑ 4111）

特別展「藤牧義夫と館林」展示資料紹介

隅田川絵巻
ふじ まき

通称「隅田川絵巻」は、館林出身の版画家・藤牧
義夫が描いた主に隅田川周辺に取材した全４巻から
なる絵巻です。この絵巻には、東京都の隅田川周辺
や申孝園（一之江）の情景が墨で淡々と描かれてい
ます。それぞれの長さは14〜16ｍ前後で、絵巻とし
てはたいへん長大な作品といえます。この絵巻が４
巻そろって展示されるのは、約10年ぶりです。その
他、本展では親族に送った作品などおよそ1 0 0点を
展示しています。義夫作品が一堂に公開される貴重
な機会です。ぜひお越し
ください。
とき ３月６日㈰まで
午前 9 時〜午後５時（入
館は午後４時30分まで）
展示解説会 ３月６日㈰
の午前11時〜（約30分）
隅田川両岸画巻〔部分〕
入館料 無料
（東京都現代美術館蔵）
よし

お

分福酒造店舗
（毛塚記念館）

ぶん ぶく

館林駅からほど近い仲町にある「分福酒造店
舗」
（毛塚記念館）は、江戸時代から城下町で酒
造業を営んでいた商家毛塚家の建物（木造２階
建）です。城下に現存する数少ない江戸期の町
屋建築で、平成10年（1998）には館林市で初め
て国登録有形文化財となりました。
建物の脇に「龍水の井戸」と呼ばれる井戸が
あり、かつて「龍水」という銘柄の清酒を醸造・
販売していました。里沼の水源となる良質な地
下水により、城下町に酒造業が発達したことを
物語る文化財です。
りゅう すい

をたどって

星空観察

催し物ご案内

思い

配布時間など詳細は

２回目 午後７時40分〜７時55分 午後８時〜８時30分

広報館林
広報

市日本遺産プロジェクト（℡71 ‑ 4111）
ＷＥＢサイト (SATO-NUMA.JP)

先人たちの

①・②の当日整理券

①公開天文台
とき ３月12日㈯ 午後２時20分〜２時30分、２
時40分〜２時50分
定員 各８組（１組３人まで。先着順。当日整理
券を配布）
※雨天・曇天の場合は中止
②サイエンスショー「実験アラカルト」
何が起こるかお楽しみ！化学の実験ショー。
とき ３月13日㈰・27日㈰ 午後２時30分〜３時
定員 各30人（先着順。当日整理券を配布）
③夜間天体観望会「冬から春の星座を探そう」
とき ４月16日㈯

15

催し物などを
お知らせします

日本遺産「里沼」構成文化財♯32

えい り

１回目 午後７時〜７時15分

三の丸芸術ホール

一般向け（いずれも午後２時〜、参加費無料）

３月19日㈯ パッチ・アダムス（吹替）

オーケストラをつくろう

プラネタリウム

ダノン城沼アリーナ 25日㈮・℡74 ‑ 2611
図書館 ７日㈪・14日㈪・22日㈫・28日㈪・31日㈭・℡74 ‑ 2346
第一資料館 ７日㈪〜18日㈮・22日㈫・28日㈪・31日㈭・℡74 ‑ 4111

日経ＢＰ

マッサージのプロに教えてもらったテ
クニックのほぐしワザをわかりやすく図
解。お気に入りの「ほぐしワザ」を見つ
けてみませんか？
（一般書）

科学館

３月の施設の休館日（施設名・期間・問合せ）

映画会で楽しいひとときを

新着＆おすすめ本紹介

施
設
施設
だ よ り
だより
市文化施設の

多々良沼干拓組合
解散記念碑
71

〜いしぶみ〜

日向町（多々良沼
雨水ポンプ場内）
市史編さんセンター
（℡76 ‑ 7651）

この碑は昭和63年（1988）４月、多々良沼干
拓組合がその解散を記念して建てたものです。
戦後の多々良沼を干拓した同組合は、その後も
排水路の整備や道路の補修などを担ってきまし
た。しかし、農業機械の本格的な導入に対応す
るため、昭和50年に33.7 ha の土地を払い下げ、
解散して土地改良事業に移行しました。
2022．３．1
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って
麦を使
百年小
しもう
楽
時間を
おうち

百年小麦の皮で包んだ水餃子
材

３.1

料（５人前）
350g
百年小麦
1 7 5 cc
湯
油（オリーブ油・サラダ油など） 小さじ１
餃子の具（お好みで）
適量
白ごま
適量

第１２９０号

令和４年３月１日発行

作り方【監修：ラーメンカン（羽附町1534−1）】
①百年小麦をふるいにかけボールに入れる
②油を入れ、熱湯を回し入れて箸などでよ
くかき混ぜる
③塊になった生地を台の上でよく練る
④袋に入れて30分寝かせる
⑤生地を棒状に伸ばし 15ｇくらいに切り、
麺棒で丸く伸ばす
⑥餃子の具を入れて包む
⑦沸騰した湯に塩を少々入れ５分間茹でる
⑧どんぶりに盛り付け、茹で汁（スープ又
はだし汁など）を入れゴマを振って完成。
ポン酢、麺つゆなどお好みでお召し上が
りください

■ 発行

秘書課広聴広報係

館林市役所

■ 印刷

詳しくは、右の二次元コードからレシピと百
年小麦が購入できるページをご覧ください。

つくし会

376

まだまだ寒いですが、春の気配を感じられる
ようになりました。４月から広報館林は月１回
発行になり、紙面もリニューアルします。４月
まであと 1 か月、いつも以上にあわただしい年
度末になる予感です。より分かりやすく、おも

いただけるとうれしいです。
（愛）

ほり こし ひろ
こ

９ ４ ９７︶

放送終了後も愛され
続けているアニメ「よ
りもい」
。
イラストを展
示しているつつじが岡
ふれあいセンターには、
現在もたくさんのファ
ンが訪れています。

堀越博子さん ︵℡ ０８０

○表紙の写真

１ ０７ ７

誤中。新しくなった広報館林を楽しみにお待ち

30

問合せ

℡ 0276 ‑ 72 ‑ 4111 ℻ 0276 ‑ 72 ‑ 3297

しろい広報紙づくりに向けて、私たちも試行錯

私たちは︑毎月第１
〜４金曜日に城沼公民
館で大正琴を演奏して
います︒また︑毎年館
林まつりに参加し︑演
奏を披露するなどの活
動も行っています︒
演奏する曲はアンサ
ンブルや童謡︑歌謡曲
などさまざま︒みんな
で音を合わせると音の
厚みが生まれ︑演奏し
ていてとても気持ちが
いいです︒サークル誕
生から 年以上楽しく
合奏を続けています︒
初心者のかたも大歓
迎です︒興味のあるか
たは︑気軽にご連絡く
ださい︒

㈱コーセンドー

〒374‑ 8501 群馬県館林市城町１番１号

■ 編集

ゆ

防災、ワクチン接種情報などお知らせします
詳しくは安全安心課（℡ 47-5114）へ

館林の小麦「百年小麦」
詳しくはホームページへ！

広報館林３月15日号は３月15日㈫に発行します

iOS
アットインフォカナル

Android

メール登録

空メールを送信
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