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もしものときに

想いをつたえる

手帳
　医療や介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地

域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで安心して

続けることができるよう、医療・介護・福祉の多職

種と協働して在宅での生活を支えます。

　在宅医療の推進や医療機関と介護サービス事業所

などの連携を図り、館林市邑楽郡内の地域包括ケア

システムの構築を目指して開設されました。

　ＭＯＴＴＥについての相談や出前講座も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

例えば、こんな相談をお受けします。

○訪問診療をしてくれる医療機関を調べたい

○退院後の在宅療養について相談したい

○適切なケア方法などの助言を受けたい

　　　　　　　　　　　　　　　　…など

在宅医療介護連携相談センターたておう

相談窓口　月～金曜日

午前９時～午後５時（祝日、年末年始除く）

０２７６－５５－０１１８

在宅医療介護連携相談センター

たておう

例えばこんな質問があります…

○病状の悪化などにより、自分の考えを伝えられなくなった場合に、どのような治療を望みますか。

あなたの考えはどれに近いですか。

次の３つから選んでみてください。そして選んだ理由を考えてみましょう。

・生命維持（延命）を最も重視した治療

心肺蘇生、気管挿管、人工呼吸器の使用や集中治療室での治療など、心身に大きな負担を伴う処置であっても、で

きる限り長く生きることを重視した治療を受ける（その中で生じる苦痛な症状については、同時にできる限りの症

状緩和のための治療やケアを受ける）

・生命維持（延命）効果を伴った基本的、一般的な治療

集中治療室への入院や心肺蘇生、気管挿管、人工呼吸器の使用などの心身に大きなつらさを伴う処置までは希望し

ないが、その上で少しでも長く生きるための治療を受ける（その中で生じる苦痛な症状については、同時にできる

限り症状緩和のための治療やケアを受ける）

・体に負担の少ない治療のみを行い、自然に委ねることを重視した治療

治療による生命維持（延命）効果を期待するよりも、できる限り苦痛の緩和や快適な暮らし（自分らしい生活）を

大切にした治療を受ける苦痛な症状については、できる限り症状緩和のための治療やケアを受ける）

　

も っ て



日次 期日 会議名 開議時刻 事項

１日 ３月９日

本会議 午前９時 定例会（初日）

委員会 本議会
終了後

予算決算常任委員会
（補正予算審査）

委員会 午後１時
30分

総務文教福祉常任委員会
（所管事務調査）

産業建設生活常任委員会
（付託案件審査および

所管事務調査）

２日 ３月10日 本会議 午前９時 一般質問(２人）
補正予算採決

３日 ３月11日 休会 自宅審議

４日 ３月12日 休日

５日 ３月13日 休日

６日 ３月14日 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

７日 ３月15日 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

８日 ３月16日 委員会 午前９時 予算決算常任委員会
（予算審査）

９日 ３月17日 休会 自宅審議

10日 ３月18日 本会議 午前９時 定例会（最終日）

【入札結果】

執 行 日 件 名 場 所
予定価格（税抜）
設計金額（税抜）

最低制限価格
（税抜）

落札金額
（税抜）

落 札 率 落 札 者
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電池の処分方法
電池の種類によって、回収場所が異なります
ごみステーションでは回収を行っていません

各公民館、役場庁舎にある回
収ボックスに入れてください。
※いたくらリサイクルセンターへ

直接持ち込むこともできます。

町では回収できません。

使えなくなった充電式電池は、販

売店や家電量販店などの協力店で

回収してもらってください。

乾電池・ボタン電池

小型充電式電池



まちの動き
人　口 １４，０５０人（－14）
　 うち外国人　４３４人（＋４）
　　男 ７，０２３人（－15）
　　女 ７，０２７人（＋１）
世帯数 ５，７８６戸（＋１）

（　）内は前月比　令和４年２月１日現在

事故と犯罪の発生状況
１月１日～１月31日

　　　　　　　　　　　累計　　前年比

　人身事故 ２件　(２件）　＋２
　物件事故 10件  (10件）　－５
　侵入窃盗 ４件　(４件）　＋４
　乗物盗難 ０件　(０件）　－２
　詐　　欺 ０件　(０件）　　０
　住居侵入 １件　(１件）　　０
　その他の事件 ０件　(０件）　－２
　　　　　※( ）内は令和４年１月からの累計

今月の税金
納税は口座振替が便利です
口座振替を利用すれば、納期限の日に

自動的に納付できます。

納め忘れがなく、安心・便利です。

問合せ　収税係

８２-６１２９
○ 納付書のかたはコンビニ、PayPay
　LINEPayでも納められます
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相談は消費生活センターまで　 ８２－７８３０（ナヤミナシ）

休日当番医

テレビショッピングは
返品条件をよく確認！

【事例】

【ひとこと助言】

期 日 内 科 系 外 科 系 耳 鼻 科

３月６日
（日）

館林記念病院
７２－３１５５

阿部医院
６２－５４２８

岡田整形外科クリニック
７２－３１６３

川村耳鼻咽喉科医院
７２－１３３７

３月13日
（日）

竹越医院
８４－３１３７

星野こどもクリニック※
７０－７２００

館林市夜間急病診療所
７３－２３１３ －

３月20日
（日）

みづほクリニック
２０－１１２２

小児科おぎわらクリニック※
６１－１１３３

川島脳神経外科医院
７５－５５１１

板倉耳鼻咽喉科クリニック
８０－４３３３

３月21日
（祝）

ハートクリニック
７１－８８１０

多々良診療所
７２－３０６０

新橋病院
７５－３０１１ －

３月27日
（日）

田沼内科医院
８８－７５２２

金丸内科医院
８８－３２００

小曽根整形外科
７２－７７０７ －

４月３日
（日）

新井内科クリニック
２０－１２２０

長谷川クリニック
８０－３３１１

田沼整形外科医院
８８－９２２３

川田耳鼻咽喉科医院
７２－３３１４

４月10日
（日）

湯沢医院
６２－２２０９

小西医院
８６－２２６１

堀井乳腺外科クリニック
５５－２１００ －

４月17日
（日）

まりレディスクリニック
７６－７７７５

真中医院
７２－１６３０

高木整形外科
６２－６６１１

川村耳鼻咽喉科医院
７２－１３３７

歯 科
◆緊急　公立館林厚生病院　 ７２－３１４０（内科系・外科系）
◆コロナに関すること　群馬県受診・相談センター
　 ０５７０－０８２－８２０（24時間受付）

館林邑楽歯科保健医療センター
７３－８８１８
午前９時～正午

●診療時間は、午前９時～午後５時（ただし、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、午前中のみの診察となります。●館林厚生病院※の予約時間は、午前９時～午前11時（要電話予約）　
●受診前に必ず医療機関に電話で確認してください。●救急テレホンサービス　 ７３－５６９９：受診可能な病院を紹介しています。



掲載された写真は希望者にプレゼント！　　情報広報係　  82－6124　   k-jouhou@town.itakura.gunma.jp

トピックス

文
文化財模擬火災訓練

化財を守れ
　１月23日 、雷電神社で、文

化財模擬火災訓練が実施されまし

た。この訓練は、「文化財防火デー」

に合わせて国や県指定の重要文化

財がある雷電神社で、もしもの場

合に備えて行われるものです。

　訓練では、消防車両の適切な配

置や、関係機関の連携などが実践

的に行われました。

　皆さんも、日頃から火の元には

十分注意して、火災を出さないよ

う心がけましょう。

二
タイムカプセル

十歳の自分へ

　２月４日 、板倉中学校で立

志の集いが行われ、２年生１２４

人が将来への志や生き方に対する

自覚と、自己実現への努力の意識

を高めました。

　また、二十歳の自分へのメッ

セージをはがきに書き、タイムカ

プセルに封印して、学年を代表し

て井上望さん、長澤春樹さん、荒

井銀河さん、石黒美和さんの４人

が、赤坂教育長に手渡しました。

このタイムカプセルは、二十歳の

つどいで開封されます。

ま
板中３年生美化活動

ちをきれいに
　２月８日 、板倉中学校の３

年生が、地域の美化活動を行いま

した。この日は高校受験日程との

兼ね合いで登校する生徒が少なく、

残った生徒で地域のための活動と

なりました。

　参加した前澤海翔さんは、「意外

にごみが落ちていて、きれいにし

ているという実感があります。地

域がきれいになってうれしいです」

と感想を話してくれました。

健
出前講座

康を大切に
　２月15日 、大曲の集会所で、

座ってできる健康体操とエンディ

ングノート「ＭＯＴＴＥ」につい

ての出前講座がありました。

　在宅医療介護連携相談センター

たておうの中島さんが講師を務め、

集まった皆さんは、熱心にノート

の説明を聞きました。
※今月の広報いたくら２～３ページで

「ＭＯＴＴＥ」について特集しています。

買
コープぐんま移動店舗

物が便利に
　１月25日 、役場前でコープ

ぐんまによる移動店舗の出発式が

行われました。

　板倉町では、火曜日と金曜日に

所定の場所を巡回します。この移

動店舗により高齢者だけでなく、

移動手段がなく買い物で困ってい

る人の支援につながることが期待

されます。



◎窓口延長は、毎週水曜日午後７時15分まで　◎その他、各イベント・催し物については、町ホームページのイベントカレンダーをご覧ください

　　可燃ごみ収集日(生ごみを含む)　　　資源ごみ収集日(古紙類・小型家電・容器包装プラスチック・ペットボトル・プラスチック)

　　びん・かん・危険物収集日

日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
1 　 2 窓口延長 3 　 4 　 5 　

6 7 　 8 　 9 窓口延長 10 　 11 　 12 　

13 14 　 15 　 16 窓口延長 17 　 18 　 19 　

20 21   春分の日 22 　 23 窓口延長 24 　 25 　 26 　

27 28 　 29 　 30 窓口延長 31 　 4/1 2 　

3 【定休日および休館日のお知らせ】※詳しくはお問い合わせください
○各公民館：月曜日および祝日
○海洋センター：月曜日および祝日
○わたらせ自然館：月・火曜日および祝日の翌日
○文化財資料館：月曜日（祝日・振替休日の場合開館し、火曜日休館）
○福祉センター：土・日曜日および祝日
○児童館：日曜日および祝日
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