～新型コロナウイルス感染症対策 村の取組を紹介します～
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国では地方自治体に対する緊急経済対策として「新型コロナウイルス
感染対応地方創生臨時交付金事業」が創設され、１兆円規模の予算が組み込まれました。そのうち、高山村には
4,365万４千円が交付されることになりました。
村では独自の対策に加え、この交付金を有効に活用するための取組について６月補正予算に計上し、高山村議
会にて承認されました。
今般の村の取組が、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられた方々への一助となりましたら幸い
に存じます。


高山村長

取組１

高山村民の皆さんへの経済的支援を行います

事業費

後藤

幸三

3,717.1万円

高山村民応援事業
（村単独事業）
…村民の方に、一人あたり１万円を支給します。
【対象者】令和２年６月12日現在において村の住民基本台帳に記載されている方
・国の特別定額給付金
（10万円）
の申請書を提出されている方
【手続き】
→手続きは不要です。準備が整い次第、申請口座へ支給額の振込を開始します。
まだ国の特別定額給付金の申請手続きがお済みでない方は、お早めに申請書の提出をお願いし
ます。
・上記以外の方
→別途申請書を郵送いたしますので申請書の提出をお願いします。
【申請期限】令和２年８月11日まで
◎お問い合わせ先

取組２

総務課

☎0279−63−2111
（内12）

子育て世代の方への経済的支援を行います

事業費

493.4万円

子育て世代応援事業
（交付金活用事業）
…18歳以下の子を扶養する保護者の方に、子ども一人あたり１万円を支給します。
【対象者】
①平成14年４月２日から平成17年４月１日までに出生し、令和２年６月12日現在において村の住民基本
台帳に記載されている子を養育する保護者
（高校生等）
②平成17年４月２日から令和２年６月12日までに出生し、令和２年６月12日現在において児童手当法で
規定する支給要件児童または令和２年度高山村子育て世帯への臨時特別給付金
（以下「臨時給付金」と
いう。
）
要綱で規定する対象児童を養育する高山村児童手当または臨時給付金の支給対象者
（中学生以下）
・高校生等就学費補助金、高山村児童手当または臨時給付金の申請書を提出されている方
【手続き】
→手続きは不要です。準備が整い次第、登録口座へ支給額の振込を開始します。
・上記以外の方
→別途申請書を郵送または電話等でご連絡いたしますので申請書の提出をお願いします。
【申請期限】令和２年９月30日まで
◎お問い合わせ先

教育委員会事務局
（高校生等） ☎0279−63−3046
保健みらい課
（中学生以下）

☎0279−63−1311

広報
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取組３

村内の企業・個人事業主の事業持続を支援します

事業費

2,100万円

事業持続化給付金事業
（交付金活用事業）
…村内の企業や個人事業主の方に、最大で130万円を支給します。
・村内に本社または営業所等を有する法人または個人事業主
（令和元年12月以前に開業しているこ
【対象者】
と）
・１カ月
（令和２年２月～５月までの任意の月）
の売上高が前年同月比で30% 以上減少
【支給額】①給付金型…売上高の減少に応じて上限100万円を支給
※国の持続化給付金の給付対象者は対象外
②応援金型…一律30万円を支給
【手続き】①・②ともに所定の申請書の提出をお願いします。
※申請書は高山村役場

地域振興課及び商工会に置いてあります。

【申請期限】令和２年７月31日まで
◎お問い合わせ先

取組４

地域振興課

☎0279−63−2111
（内23）

小・中学校の学習環境整備を行います

事業費

1,633.5万円

GIGA スクール構想
（交付金活用事業）
…児童生徒一人１台のパソコン等を導入し、小・中学校の学習環境の充実を図り将来の社会に対応できる児童
生徒の育成を積極的に行います。
学習環境整備事業
（交付金活用事業）
…学校休業の影響により夏休みを短縮した授業実施に対応するため、小学校
（教室１室、プレイルーム）にエア
コンを整備し、児童生徒へのより良い学習環境づくりを行います。

取組５

公共施設の感染防止対策を行います

事業費

207.6万円

防災活動支援事業
（交付金活用事業）
…有事の際に安心して避難施設の利用ができるよう、３密回避のためのテント型パーテーションを配備し、感
染リスクの軽減を図ります。
感染防止対策事業
（交付金活用事業）
…安心して施設の利用ができるよう、役場庁舎、教育・文教施設、観光施設などに消毒液・マスクの配備、飛
散防止対策を行い、感染リスクの軽減を図ります。

《各取組の財源》
取組１

村単独事業

取組２～５

新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金事業
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3,717.1万円
4,365.4万円

介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の被保険者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により保険料
（保険税）が減免となりま
す。
【保険料
（保険税）
の減免の対象となる方】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方


⇒保険料
（保険税）
を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件を全て満たす
世帯の方

⇒保険料
（保険税）
の一部を減額

○世帯の主たる生計維持者について
⑴事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の３以
上減少する見込みであること
⑵前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※介護保険については、⑵の要件は除きます。
【必要書類等】 ・印鑑
・昨年
（Ｈ31.１月～Ｒ元 .12月）
の収入がわかるもの
（源泉徴収票、確定申告書の写しなど）
・令和２年１月から申請する月までの収入がわかるもの
（給与明細書、収入が確認できる帳簿
など）
【対象となる期間】 令和２年２月１日から令和３年３月31日まで
【申請期間】 令和２年７月15日から令和３年３月31日まで

《お問い合わせ先》

＜介護保険料・後期高齢者医療保険料＞

高山村役場

住

＜国

高山村役場

税務会計課

民

健

康

保

険

税＞

民

課

☎0279－63－2111

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
高山村国民健康保険に加入している被用者
（会社等に勤めていて給与をもらっている方）が新型コロナウイルス
感染症に感染した、又は発熱等の症状があり、感染が疑われることにより仕事を休んだ場合、申請により傷病手
当金を支給します。詳しくは役場住民課
（☎63−2111）
までお問い合わせください。
【支給対象となる日数】
  労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間
のうち、就労を予定していた日
【支給額】
  直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×２/３×支給対象となる日数
（注）
給与等の全部又は一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合がありま
す。
広報
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後期高齢者医療被保険者証の更新について
８月１日から保険医療機関でご提示いただく「後期高齢者医療被保険者証」が新しくなります。新しい被保険
者証の色は「緑色」です。今までの被保険者証は８月以降ご使用できなくなりますので、新しい被保険者証を７
月中にお手元に届くように郵送いたします。
なお、新しい被保険者証が届きましたら住所、氏名等を確認していただき、８月からご使用くださいますよう
お願いいたします。
●自己負担割合について
８月以降の自己負担割合は同一世帯の被保険者の今
年度
（令和２年度）の住民税課税所得により判定されま
す。住民税課税所得が145万円以上の方は３割負担、
145万円未満の方は１割負担となります。なお、令和
元年12月31日時点で世帯主であって、同一世帯に合
計所得38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合に
は、世帯員の年齢と人数に応じた額
（①16歳未満は１
人につき33万円②16歳以上19歳未満は１人につき12
万円）を住民税課税所得から控除し負担割合を判定し
ます。
ただし、上記の判定で３割負担に該当する方のうち、
前年
（令和元年中）の収入額が次のいずれかに該当する
ときは申請により１割負担となります。
①被保険者が同一世帯に１人で収入額が383万円未満
②被 保険者が同一世帯に２人以上で、収入額合計が
520万円未満
③被保険者が同一世帯に１人
（収入額383万円以上）
で、
他に70歳から74歳の方がいる場合、その方と被保
険者の収入額合計が520万円未満
●限度額適用認定証について
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上690万円
未満の被保険者がいる方は、
「限度額適用認定証」を保
険医療機関で提示すると、ひと月の同一保険医療機関
等での支払いが高額になる場合、自己負担限度額まで
に抑えられます。該当となる方は、申請手続きをして
ください。
なお、次の条件の全てに該当する方は、申請手続き
を省略し令和２年８月１日より使用できる限度額適用
認定証を新しい被保険者証に同封します。
①前年度に限度額適用認定証の交付を受け現在も該当
している方
②令和２年度も引き続き同一世帯に住民税課税所得が
145万円以上690万円未満の被保険者がいる方

《お問い合わせ先》

●限度額適用・標準負担額減額認定証について
住民税非課税世帯の被保険者は「限度額適用・標準負
担額減額認定証」を保険医療機関で提示すると、ひと月
の同一保険医療機関等での支払いが自己負担限度額まで
に抑えられたり、
入院したときの食事代が減額されます※。
該当となる方は、申請手続きをしてください。
なお、次の条件の全てに該当する方は、申請手続きを
省略し令和２年８月１日より使用できる限度額適用・標
準負担額減額認定証を新しい被保険者証に同封します。
①前年度に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
を受け現在も該当している方
②令和２年度も引き続き住民税非課税世帯である方
※入院時の食事代は、入院するときに認定証を提示し
ないと減額の対象になりませんのでご注意ください。
●短期被保険者証について
通常、被保険者証の更新期間は１年間ですが、保険料
の滞納状況により通常より有効期間の短い被保険者証
（令
和３年１月31日有効期限）
を交付する場合があります。
さらに、特別な理由がないのに納付状況が改善しな
いときは、医療費がいったん全額負担になる「資格証
明書」を交付する場合があります。
●被保険者証裏面の臓器提供意思表示欄について
臓器移植に関する法律により、国や地方公共団体で
は移植医療に関する啓発を行うこととされています。
そのため群馬県後期高齢者医療広域連合においても、
被保険者証裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設け
ております。
この意志表示欄に記入することで、臓器を提供するか、
しないかの意思を表すことができます。もし意思表示し
た内容について見られたくない場合は、市町村に置いて
あります「個人情報保護シール」をご利用ください。
なお、臓器提供意思表示欄への記入は被保険者の任
意ですので、必ず記入しなければならないものではあ
りません。

高 山 村 役 場
住 民 課 ☎63－2111
（内線64）
群馬県後期高齢者医療広域連合 ☎027－256－7125

広報
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通知カード廃止のおしらせ
法律の改正により、通知カードは令和２年５月25日に廃止されました。
廃止後も経過措置として通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記録されている事項と一致してい
る場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。一致していない場合は
マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
出生等により新たにマイナンバーが付番された方には【個人番号通知書】が送付されます。
（※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としてはご利用できません。
）
●通知カード廃止後の取扱いについて
＜通知カード記載事項変更の手続き＞
氏名、住所等に変更が生じても変更は行えません。
＜通知カードの再発行＞
再発行は出来ません。通知カードを紛失された方
で、マイナンバーカード作成により申請書が必要な
場合は住民課窓口までお問い合わせください。

＜廃止後のマイナンバーを証明する書類＞
・マイナンバーカード
・個人番号表示の住民票の写し
（※１）
・通知カード
（※２）
※１…個人番号表示の住民票を請求する場合、本人
または同一世帯の方のみ発行できます。
請求の際、
提出先と提出目的を確認させていただきます。
※２…通知カードの記載事項が住民票に記載され
ている事項と一致している場合に限ります。

マイナンバーカードをつくってみませんか
◆マイナンバーカードとは…？
・申請して取得できる顔写真付きのカード。マイナンバーの他に、氏名・住所・生年月日・性別が記載されます。
◆利用場面
・顔写真付きの身分証明書として広くご活用できます。
・社会保障分野や税分野等におけるマイナンバーが必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、
勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類としてご利用できます。

オス

スメ

※交付申請書とは、送られた通知カードの下の部分にあたるものです。
紛
 失された方で、マイナンバーカードの申請をご希望の方は再交付申請書の発行
（無料）
が可能ですので、住民課窓口までお
問い合わせください。
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高山村職員募集
高山村では、令和３年度に採用する職員を募集します。
●採用予定人員 一般事務……若干名
幼稚園教諭…１名
●受験資格 昭和56年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人で、高等学校を卒業している人、又は
令和３年３月に卒業見込みの人。ただし、幼稚園教諭は幼稚園教諭資格及び保育士資格を有するか、取得見込
みの人。
●試験期日・内容
（日）
▷第１次試験 ９月20
・適性検査
（職場への適応性について検査
（出題）
します。
）
・教養試験
（職員として必要な一般知識、文章理解、判断推理、数的推理及び資料理解に関す
る能力）
▷第２次試験 10月下旬
・口述試験・作文試験
（第１次試験合格者に通知します）
●会場 高山村役場 大会議室
●申し込み受付期間
「申し込み用紙」は、役場総務課に用意してあります。受付期間は、７月６日
（月）から８月14日
（金）まで受け
付けます。なお、受付時間は午前８時30分から午後５時15分までです。
（土曜日、日曜日、祝日は除きます。
）
なお、郵送での申し込みも 簡易書留で８月14日
（金）
の消印のあるものまで受付します。
《申し込み・問い合わせ》 高山村役場

総務課

☎63－2111

人事担当

令和２年度
『社会を明るくする運動』
について
７月は、
『社会を明るくする運動』の強調月間です。
『社会を明るくする運動』は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、あや
まちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を
合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動で、
今年で70回目を迎えます。
毎年、強調月間にあわせて更生保護活動のより一層の充実を図るために募金
活動を実施しています。
村民皆様にご協力をいただいた浄財の２割が高山村実施委員会に還元され、
村内の幼稚園や小・中学校への啓発グッズの配布など、本運動の活動支援に役
立たせていただいております。
本年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、募金活動
は中止とさせていただきます。
今後も安全で安心な地域づくりのため、
『社会を明るくする運動』へのご支援
ご協力をお願いいたします。
《お問い合わせ先》 高山村社会を明るくする運動実施委員会事務局

高山村社会福祉協議会

広報
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副村長辞任あいさつ

哲也

ます︒今後においては︑ホテル宿泊施設等も計

え︑年々生徒数も増加して経営も安定しており

が︑村が協力支援することにより無事開校を迎

協力支援が必須であり︑紆余曲折はありました

定的経営の継続を担保するために地元自治体の

に全国に緊急事態宣言が発出され︑都道府県

滅的な打撃をもたらし︑日本においても４月

平成のリーマンショック以上の世界経済に壊

感染者が出ております︒昭和の世界大恐慌︑

ませんが︑群馬県内では︑１５０人を超える

しまう事態に陥り︑会社も１カ月間の臨時休

を跨いでの人の往来や事業営業活動の自粛と

平成の大合併をくぐり抜けて︑自主自立の道

業を余儀なくされました︒政府は︑この緊急

画し︑村観光の活性化に寄与したいと伺ってお

を選択して今日に至っている我が村ですが︑長

対策にＧＤＰの３分の１にあたる２００兆円

云う日本の社会経済活動が実質ストップして

年の懸案事項である上越新幹線中山トンネルの

を超える財政出動をしておりますが︑会社も

ります︒

渇水対策地下施設の管理問題等の大きな課題

園 景 観 は︑ 都 会 か ら 訪 れ る 方 か ら 好 評 を 博

この資金を活用して持ち堪えているのが現状

また︑村の観光施設の指定管理者である︵株︶

し︑高山村に住みたいと云う方も多くなって

も︑相手がいる難しさから解決に至っていない

たかやま振興公社の代表取締役社長として４年

おり︑この景観を後世に残すことが今を生き

です︒日本の原風景とも云うべきこの村の田

間管理運営に関わらせていただきました︒村の

る我々の使命であると考えます︒

のも事実でございます︒

中心地づくりの一環として︑平成 年度に日帰

私も︑これからは一村民として村の益々の

職を退任いたしました︒在任中は多くの方々

具を備えた﹁たかやまふれあいパーク﹂が完成

山盆地﹂の一角に︑近隣では例を見ない大型遊

心より祈念申し上げ︑退任の挨拶とさせてい

終わりに︑村民皆様方のご多幸︑ご健勝を

り温泉施設と農産物直売所を備えた道の駅﹁中

から温かいご支援ご厚情を賜り︑お陰様を持

し︑若いお母さん方に子どもを安心して遊ばせ

ご発展を見守りたいと思います︒

ちまして︑ここに退任の日を迎えることがで

は民々でとの話でしたが︑﹁群馬県私立学校

校東京デュアラー校﹂の進出計画です︒最初

成を目指す﹁ＮＩＰＰＯＮおもてなし専門学

び︑ホテルや旅館の接客業に従事する人材育

が日本文化の象徴である﹁おもてなし﹂を学

パース大学の跡地利用に海外からの留学生達

顧みますと︑まず脳裏に浮かぶのが︑群馬

し︑幸いな事に村内では感染が確認されており

中に猛威を振るい︑日本でも全国に感染が拡大

を発生源とする﹁新型コロナウイルス﹂が世界

りました︒さあこれからという矢先に中国武漢

も︑各施設相乗効果で右肩上がりに好転して参

孫 さ ん の ご 家 族 が 来 場 す る よ う に な り︑ 経 営

ども連れのご夫婦やお爺ちゃんお婆ちゃんとお

す︒それまであまり見受けられなかった若い子

きました︒心から感謝申し上げます︒

ただきます︒

日の任期満了をもって副村長

私こと︑

益々ご健勝の事とお慶び申し上げます︒

盛 夏 の 候︑ 村 民 の 皆 様 に お か れ ま し て は︑

飯塚

ることができる施設と大変好評を得ておりま


この度６月

29

前副村長
審議会﹂からの開校要件のひとつに学校の安

令和２年７月１日

9

13

平形

郁雄

けている村民の方々に対す
る生活支援が第一に優先さ

人権擁護委
員が替わり
ました
間人権擁護委員としてご

平成 年７月より３年

る﹁新しい生活様式﹂につ

活躍いただきました野上

策であります①むらの中心

令和２年度における重点施

た︒ 人 権 に 関 す る 事 や︑

護委員に委嘱されまし

に平形玉緒さんが人権擁

けで法務大臣より︑新た

後任には︑７月１日付

地づくりの推進②特色ある

困りごとなど身近な問題

させていただきました︒

けで高山村副村長に就任

の皆様︑議会の皆様︑そし

い中ではございますが村民

まります︒財政状況が厳し

軽にご相談ください︒

で悩んでいる方は︑お気

平形
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広報

副村長就任あいさつ

副村長
れるものであると考えてお

きましても︑万全の態勢に

ふさ江さんが６月 日を

ります︒コロナと共に生き

より対策に取り組んでいか

もって退任されました︒

令和２年高山村議会第２

減
･ 災対
策の強化等にも取り組んで

副村長の職責の重大さ

て職員と力を合わせて︑村



人権擁護委員

を深く認識し︑身の引き

りたいと考えております︒

玉緒

民皆様の声に応えられるよ

をいただき︑７月１日付

教育の推進③防災

また︑後藤村長が掲げる

なくてはなりません︒

30

回定例会においてご同意

私こと︑去る６月 日︑

29

締まる思いでございま

後 藤 村 長 の も と︑﹁ 笑 顔

う行政運営に取り組んで参

私はもとより︑浅学非

で輝くたかやまむら﹂の実

す︒
才の身でありますが︑後

現に向け粉骨砕身努力する
村民皆様のご指導ご鞭撻

藤 村 長 の 補 佐 役 と し て︑

高山村を取り巻く環境

を心からお願い申し上げま

誠心誠意︑全力を尽くし

は︑日々変化している中

して︑就任のご挨拶とさせ

所存です︒

でございますが︑新型コ

ていただきます︒

てまいる所存であります︒

ロナウイルスの影響を受

●南波 将彦 様
（群馬県東吾妻町在住）
人材育成と子育て支援の充実に関する事業

ご寄附額 50,000 円
●三條 泰弘 様
（宮城県仙台市在住）
人材育成と子育て支援の充実に関する事業

ご寄附額 50,000 円
●大鉢 次郎 様
（静岡県長泉町在住）
人材育成と子育て支援の充実に関する事業

ご寄附額 50,000 円

●小淵 和通 様
（群馬県前橋市在住）
自然環境の保全と利用に関する事業

ご寄附額 20,000 円
●山田 ハナ 様
（群馬県高山村在住）
社会福祉の推進に関する事業

ご寄附額 50,000 円
●南波 和憲 様
（群馬県東吾妻町在住）
有 形・無形民族文化財、記念物の保全及び活用に関
する事業
ご寄附額 500,000 円
●南波 久美子 様
（群馬県東吾妻町在住）
良好な景観形成の促進と地域づくりの推進

ご寄附額 50,000 円
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ご厚意に心から感謝を申し上げます

「上州高山ふるさと寄附
（ふるさと納税）
」を通じて、心温まるご寄附をいただきましたのでご紹介いたします。

頂戴いたしましたご寄附は、
趣旨に沿いまして大切に活用させていただきますとともに、
心から感謝を申し上げます。

人口と世帯数

★印が７月に納めていただく税等です。

上・下水道
使用料

後期高齢者
医療保険料

介護保険料

国民健康
保険税

軽自動車税

固定資産税

村県民税

納税 等

（６月１日現在）

●

４月

●

●

５月

※
（

●

６月

★

７月

︵令和２年５月 日から
令和２年６月 日の
高山村役場届出︶

日

29

おめでとう出生児

あい か

15

※敬称略

美幸

︵新田︶
愛叶

令和２年５月

中野

母

23

裕太

85

父

税金は 社会を支える あなたの会費

77

おくやみ申し上げます

●

 歳︵判形︶

３月

●

令和２年５月 日

●

２月

中野 長造  歳︵新田︶

●

１月

●

和枝

12月

鈴木

11月

●
※掲載を希望しない方は届出の

●

★

際に申し出てください。

●

★
●
●
●
●
●
●
●
●

）
内は、
前月との比較

令和２年６月６日

９月
10月

★
●
●
●
●
●
●
●
●

★
●
●
●
●
●
●
●
●

●

８月

3,683人 （＋１）
1,855人 （＋３）
1,828人 （−２）
1,540世帯（＋４）

人口
男
女
世帯数

14

７月の
※診療時間は午前９時から午後５時までです。
できるだけ時間内に受診してください。
※急患のための当番医制度ですので、緊急患者以外の受診はご遠慮願います。
日 科

内
科
田島病院
中之条町
（75）
3350
四万診療所
中之条町
（64）
2136
しまだ医院
中之条町
（76）
3435

５日
（日）
12日
（日）
19日
（日）

休日夜間当番病院
原町赤十字病院
東吾妻町
（68）
2711
吾妻さくら病院
中之条町
（75）
3011
原町赤十字病院
東吾妻町
（68）
2711

日 科

23日
（木）
24日
（金）
26日
（日）

内
科
吾妻さくら病院
中之条町
（75）
3011
けんもち医院
中之条町
（75）
5155
後藤医院
中之条町
（75）
2230

外
科
西吾妻福祉病院
長野原町
（83）
7111
西吾妻福祉病院
長野原町
（83）
7111
吾妻さくら病院
中之条町
（75）
3011

休日夜間当番病院
西吾妻福祉病院
長野原町
（83）
7111
西吾妻福祉病院
長野原町
（83）
7111
吾妻さくら病院
中之条町
（75）
3011

六月句会

早苗田に月の雫のしたたれる
ほうじょう
方丈に茄子の花咲く五つ六つ
あきを



まんが

馬鍬洗いしるこは遠き祖父好み
多過ぎやしないか小径の落し文
キヨ子



泰枝

万緑を浴びて野地蔵ほほえめり
まどろむや蛙の声の心地よさ



朝郎

昭典

籠りても成すこと多き家の夏
み な づ き
百歳は生きられそうな水無月よ
良郷



すが

令和２年７月１日

いましばし「８０２０」夏木立
夏木立野仏様もマスクかな



うたげ

父の日やひとり宴会ごく普通
思はざるところにひそと青蛙



白芍薬自粛解除のなお清し
吾の背より伸びし豌豆孫がもぐ
節子
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外
科
原町赤十字病院
東吾妻町
（68）
2711
吾妻さくら病院
中之条町
（75）
3011
原町赤十字病院
東吾妻町
（68）
2711

※在宅待機のため、原則として往診は致しません。
※専門外の疾患の場合は対応しかねることもあります。

