
渡良瀬川 河川敷

平成30年版11区と13区のお役立ち情報が満載！！



本冊子は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていただくことを目的に、

生活支援や介護予防サービスなど日常生活を支える情報をお届けするために

桐　　　 　　生 　　　　　市

作成いたしました。併せて、様々なサービスにアクセスしやすい環境整備を

進め住みよい街づくりを、地域にお住まいの方々と協働しながら取り組むことを

目指しています。
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名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

浜松家 広沢町6-514-2 52-6340 電話で相談 電話注文・配達

助六 広沢町6-972-1 54-3642 12区、13区
電話注文・配達（とり、ソース、親子丼な
ど）。
水曜日休日

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

ファミリーマート飯
能日高団地店

移動販売 0429-80-1660 ユートピア広沢
週1回毎週火曜日の午後13：30～。コンビ
ニの店頭内にある商品。

鳥七酒店 境野町６－５０１－７ 44-5845 １１区 電話で相談可能。食品全般とお酒。

お弁当や食料品の配達をしてくれるお店

移動販売してくれるお店
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名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

関東鉱油（株） 境野町2-739 20-7110 特に制限なし 電話注文・灯油配達

灯油を配達してくれるお店
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名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

ﾍｱｰｻﾛﾝイシカワ 境野町2-651-3 44-0286 理容せきぐち 広沢町間ﾉ島296-8 53-4561

フジヤ理容所 境野町2-751 43-5526 理容所オギノ 広沢町5-1704-8 53-6667

カットハウスモグ 境野町5-249-7 22-3477 カットサロンナカハラ 広沢町6-1103-39 52-7638

寺西理容所 境野町6-1554 44-4247 あうち理容所 広沢町6-845-18 54-5222

ヘアースタジオウイン理容室境野町6-475 44-3590

カットサロンヒロマチ境野町7-100-1 44-2977

P.C.BARBAR.SHOP 境野町1-1205-8 44-0666

11区 13区

自宅で整髪してくれる理容・美容院

キノピー
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名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

絹　美容室 境野町2-777-3 43-0437 こうの美容室 広沢町間ノ島209-14 54-1509

小野美容室 境野町2-650 43-1816 ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌﾗﾜｰ　山崎 広沢町4-1896-23 52-7492

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ　みちこ 境野町4-854 44-0489 ヂョウ美容室 広沢町5-1184-1 52-1286

トミー美容室 境野町6-611-9 43-9575 ﾁｬｰﾑｻﾛﾝ　すずき 広沢町5-1150 54-1387

トップ美容室 境野町6-519-3 43-8627 フルカワ美容室 広沢町5-1689-4 54-2788

姫　美容室 境野町6-475 43-2450 クボタ美容室 広沢町5-1637-1 54-1094

チャコ美容室 境野町7-109-6 44-8453 美容室　Supreme 広沢町6-241-1 53-3595

ｽﾀｼﾞｵ　ムーブ・アイ 広沢町6-271-1 40-2848

双葉美容室 広沢町6-991-3 54-0355

ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ　シャルム 広沢町6-885-4 53-2880

11区 13区

調髪券（申請）が利用できる理容・美容院

調髪券とは・・・

「在宅寝たきり高齢者調髪サービス券」のことです。

６５歳以上の在宅高齢者で、申請時において６ヶ月以上寝たきりの

方が対象です。担当の民生委員さんにご相談ください。
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名　　前 住　　所 電話番号 料　金　・　内　容

美原長寿センター 美原町5-47 43-4002

川内長寿センター 川内町5-398-1 65-5801

境野長寿センター 境野町3-1295-1 46-5578

東長寿センター 東1-8-41 47-5712

広沢老人憩の家 広沢町6-1103-1 54-0881

ふれあいホーム 天神町3-14-16 44-9145

上記に加えて、
・中学生以下　　　　　　　無料
・ふれあい事業運営協力員として
　市長が認めた人　　　　　無料

新里福祉センター 新里町野397 74-0090

利用料
<市内居住者>　　　　　　　1日300円
　・65歳以上の高齢者
　・未就学児　　　　　　　無料
　・身障手帳保有者
　・小中学生　　　　　　　1日100円
<市外居住者>
　・65歳以上　　　　　　 1日300円
　・65歳未満　　　　　　 1日500円
　・小中学生　　　　　　　1日300円

利用料
<市内居住者>
　・65歳以上　　　　　　 1日100円
　・60歳以上65歳未満　   1日200円
　・60歳未満の介添人　　 1日200円
<市外居住者>　　　　　　　1日500円

お風呂に入れるところ

このページに掲載されているところでは、

「ひとり暮らし高齢者無料入浴券」が利用できます。

６５歳以上のひとり暮らしの方が対象です。

担当の民生委員さんにご相談ください。
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名　　前 住　　所 電話番号

ウガワ鍼灸院 広沢町4-2167-5 54-1171

沢崎鍼灸院 広沢町5-1746-1 54-8932

丸山鍼灸マッサージ治療院 広沢町7-5375 54-5310

名　　前 電話番号

桐生本部
４３－９１６１

新里支所
７４－６７７６

黒保根支所
９６－２２０１

＊シルバー人材センターでは、会員を募集しています。

シルバーサポート隊

　働く意欲のある人は上記に電話してください。年会費：3,000円。仕事はセンターから連絡します。

　自分で働いた仕事量に応じ、配分金が支払われます。

内　　容

概ね30分以内で終了できる、ちょっとした困りごとをお手伝いします。
電球・蛍光灯の取替え、家具の移動、買い物代行、
水道のパッキン交換等簡易な作業を行います。
作業時間：30分以内は500円、30分～60分以内は1,000円
＊ただし、電球や買い物の商品代、材料費等実費は
利用者負担となります。

針灸マッサージができるところ
このページに掲載されているところで

は、

「はり・きゅう・マッサージサービ

ス券」が利用できます。

７０歳以上の方に、１枚あたり８００円

の助成金を年間５枚配布します。

長寿支援課や各支所（市民生活課）、

中央・境野・広沢・梅田・相生・川内・菱

公民館で申請ができます。

※年齢確認ができる、身分証明書をご

持参ください。

ちょっとした困りごとをお手伝い（シルバー人材センター）
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名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

対象：身体障がい者手帳をお持ちの方
         介護認定を受けている方
         一人で公共交通機関の利用が困難な方など

入会金3000円
年会費2000円
利用チケット1枚1時間あたり700円
                   （土日、時間外は800円）
別途ガソリン代として、1kmにつき80円。

おりひめバス 境野線　広沢線

１回乗り降り：200円
                    （市内小学生以下･市内障害者無料）
定期券：通勤１か月 6,000円
            通学１か月 5,000円
            敬老パスポート券1か月 500円
                      （対象：市内70歳以上）
回数券：1冊100円券11枚 1,000円
1日フリー乗車券：500円
                      （当日限り、全線乗り降り自由）

ＮＰＯわたらせ
ライフサービス

広沢町1-2619-7 70-6677 市内外

介護保険以外の移動手段サービス
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開催場所 内　容

境野長寿センター(週１回） 境野長寿センター

元気おりおり体操(主　介護予防サポーター）
要介護状態や寝たきり状態になることを防ぎ、いつまでも元気に
暮すため桐生市オリジナル介護予防体操「元気おりおり体操」を
実施しています。
日　時　毎週水曜日午後２時～２時３０分
　　　　※祝日、年末年始を除く
参加費　無料
　　　　※但し、体操以外の施設利用の場合、利用料が必要とな広沢老人憩の家（月２回） 広沢老人憩の家 元気おりおり体操(主　介護予防サポーター）

歌ごえサロン 境野公民館

自宅に留まらず外に目を向け、昔懐かしい歌を大きな声を出して共に歌
うことで、健康の維持・増進及び仲間づくりを目的に、計11回の「歌ご
えサロン」＋「ちょっと早いクリスマス歌謡ショー」の総計12回を開催
しています。平成30年度の開催日時は次のとおり。
①歌ごえサロン
4月16日（月）、5月21日（月）、6月11日（月）、7月2日（月）、
7月23日（月）、8月6日（月）、9月10日（月）、10月15日
（月）、11月12日（月）、12月10日（月）
※開館時間は全て午前10時です。
②ちょっと早いクリスマス歌謡ショー　12月4日(火)午後2時～

殿林フレンドサロン 殿林集会所
毎週金曜日の午後2時から、元気おりおり体操やNHKテレビ体
操、高齢者の暮らしを広げる10の筋力トレーニングを行っていま
す。また、年1回食事会を行います。

通り緑成会介護予防 境野公民館

家に閉じこもりがちな高齢者が、近隣住民との触れ合いで生きがいを見
つけ、仲間づくりの場となることを目的に年に１回開催します。
平成３０年度は、敬老会として傘寿の方を皆でお祝いし、フラダンスや
八木節、カラオケを披露し、食事やおしゃべりを楽しみながら交流を図
ります。

仲通り町会シルバーサロン慰安活動 境野公民館
年1回
ちんどん屋、アコーディオン演奏、輪投げ、会食

シルバーサロン（下小友） 下小友集会所
年1回
マジックショー、講演会

シルバーサロン（三ツ掘町会） 三ツ掘会館
月1回以上
ともだちづくりとカラオケを楽しむ会

名　　前

体操

11区

集いの場（サロン） 詳しくは、社会福祉協議会 ４６－４１６５にお問い合わせください！
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開催場所 内　容

11区 浜東町会シルバーサロン 浜東町会集会所 スポーツ吹矢を毎週木曜日に行います。

広沢四丁目敬老会 ４丁目集会所
４丁目町会にお住まいで、６５歳以上の一人暮らしの方が対象。
昼食をはさみ、踊りやカラオケ・ビンゴゲームを楽しみます。
年1回

広沢五丁目町会　シルバーサロン ５丁目集会所
７０歳以上の一人暮らしの方を対象にしています。
昼食をはさみ、カラオケを楽しみます。
年1回

お茶飲みサロン（広沢六丁目町会） ６丁目集会所

年齢は特に関係なく誰もが参加でき、顔見知りになり情報共有
し、世代間交流も図れるサロンです。体操やあやとり、輪投げな
ども取り入れ、介護予防にもなるよう活動しています。
毎月１回　土曜日（午後１時～３時）

敬老うどん会 一本木会館（広沢町７丁目）

広沢７丁目広寿会員を招待。
うどんを提供し、八木節、マジックショー、ビンゴゲーム、カラ
オケを楽しみます。
年1回

ふれあい、いきいきサロン 間ノ島第一町会集会所
手作りの昼食を提供し、カラオケ、ビンゴを楽しみます。
年1回

間愛サロン(間ノ島第一町会) 間ノ島第一町会集会所
介護予防体操、脳トレ、将棋などを行い、どならでも気軽に参加
できる雰囲気です。第2・4金曜日（午前９時～正午）

お茶のみサロン(間ノ島第二町会) 間ノ島第二町会集会所
元気おりおり体操や八木節を行い身体を動かし、その後はお茶を
飲みながら団らんを楽しみます。毎月第１日曜日（午前１０時～
正午）

１３区

名　　前

集いの場（サロン）

9ページ



名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

特別養護老人ﾎｰﾑ　ｻﾝﾗｲｽﾞさかいの 境野町7-1788-1 20-8661 特別養護老人ﾎｰﾑ　ﾕｰﾄﾋﾟｱ広沢 広沢町6-307-3 53-1150

特別養護老人ﾎｰﾑ　ﾊｰﾓﾆｰ広沢 広沢町6-332-1 53-1120 老人保健施設　幸の杜 広沢町間の島284-1 40-2600

名　　前 事務局 電話番号

自治会 市役所市民生活課 46-1111

民生委員児童委員協議会 社会福祉協議会 46-4165

老人クラブ連合会 社会福祉協議会 46-4165

婦人団体連絡協議会 教育委員会生涯学習課 46-1111

食生活改善推進協議会 市役所健康づくり課 47-1152

母子保健推進協力会 市役所健康づくり課 47-1152

介護予防サポーター 市役所長寿支援課 46-1111

名　　前 住　　所 電話番号

桐生市役所長寿支援課 織姫町１－１ 46-1111

桐生市役所健康づくり課 末広町１３－４ 47-1152

桐生市社会福祉協議会 新宿３－３－１９ 46-4165

桐生保健福祉事務所 相生町２－３５１ 53-4131

桐生市地域包括支援ｾﾝﾀｰ ﾕｰﾄﾋﾟｱ広沢 広沢町６－３０７－３ 53-1152

介護保険施設

地域を応援している団体

公共機関（皆さんを支援するところ）

次のページで

詳しく紹介して

います！

介護予防の知識を身につけ地域での介護予防に関す

るボランティア活動を行います。各地域で介護予防

サポーターの連絡会を作り、地域にあった活動をし

ています。

また、桐生市内５か所の長寿センターで高齢者の皆

さんに定期的に体操の指導を行っています。

なお、サポーターになるためには養成研修を修了す

る必要があります。

キノピー

老人クラブは、高齢者が豊かな人生経験を活かしなが

ら連帯の輪を広げ、喜びを共感できる活動を実施して

います。一緒に活動する会員を募集しています。
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対　象：１１区（境野町）、１３区（広沢町４丁目～７丁目・間ノ島）

電　話：53-11１４（ユートピア広沢内）

どんな相談ができるのか？

□介護保険利用について教えてほしい。

□認知症のことについて詳しく知りたい。

□ひとり暮らしだが、これから先の心配を相談したい。

□自分の財産を守る法律などについて教えてほしい。

□健康を保つための運動などアドバイスがほしい。

費用は無料。相談内容は秘密厳守。

👉 まずは、お電話でご相談ください。

ご自宅等への訪問もいたします。

福祉や医療、介護保険の専門職を配置して、

ご相談に応じた情報やお手続き方法などをご紹介させていただいております。

〒376-0013

桐生市広沢町6-307-3

桐生市地域包括支援センターユートピア広沢

（ 旧 桐生市南地域包括支援センター）

ホームページ

http://www.houchikai.or.jp/
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●桐生市オリジナル介護予防体操「元気おりおり体操」普及事業

●介護予防教室「にっこり楽々教室」

●ふれあい収集

●緊急通報装置の貸与

●緊急通報装置設置及びシステム利用事業

桐生市歌に乗せ、機織りの動作を取り入れた介護予防体操です。
毎日続け、筋力の維持向上を図り、要介護状態や寝たきり状態になることを防ぎましょう。
各長寿センターや地域サロンで体操を行っています。10名以上集まれば出前講座にて体操指導を行います。

介護予防に関する知識を得て、いつまでも元気で自立した生活が送れるように介護予防教室を開催します。
詳しい日程・会場は広報きりゅうでお知らせします。

市内に住所を有し、要支援1以上の認定を受けている65歳以上のひとり暮しの方について、ごみステーションにごみを出せない方につ
いて、週1回自宅玄関まで収集車が収集に伺います。
ケアマネジャーまたは、地域包括支援センターへご相談ください。

要支援1以上に認定を受けている65歳以上のひとり暮らしまたは、高齢者のみの世帯で、同居者が虚弱である世帯にボタン1つで桐生
市消防本部に通報される緊急通報装置を貸し出します。
他に条件がありますので、詳しくは長寿支援課までお問い合わせください。

緊急通報装置貸与事業の利用対象者の範囲を拡げた緊急通報装置設置及びシステム利用事業が始まりました。対象者は市内に在住する
65歳以上の方です。設置には費用負担がございます。他にも条件がありますので、詳しくは長寿支援課までお問い合わせください。

他にもたくさんの事業がございます。詳しくは、桐生市在宅高齢者福祉ガイドをご覧ください。

お問い合わせは 桐生市長寿支援課 ０２７７－４６－１１１１（５５６・５５７・５８８）

長寿支援課事業のご案内

キノピー
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●各種教室：詳しい日程は、広報きりゅうをご覧ください。

健康づくり課からご案内

●巡回健康相談

サロン活動、公民館活動等に出向

き、血圧測定、骨密度測定、体脂肪

測定、足指筋力測定など行います。

ご要望がありましたら、健康づくり

課までご連絡ください。お待ちして

います。

●なんでも栄養相談

食事や栄養に関することを気軽に相談でき

ます。

●こころのけんこう相談

こころの悩みに専門医師が対応します。

問い合わせ先：

桐生市健康づくり課成人保健係
TEL 47-1152

けんこう講座
公民館やサロン等

に出向いて生活習慣

病予防について保健

師と管理栄養士がお

話をします。

けんこう塾
専門の医師から高血圧、糖尿

病などの生活習慣病に関する正

しい知識を学びましょう。

栄養セミナー
管理栄養士が食事や栄養のこ

とをお話します。食事から健康

づくりを一緒に考えましょう！

けんこうクッキング
薄味で、おいしい料理を一緒に作りま

しょう。簡単で500kcal台、塩分3ｇ未満の

献立です！
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専門部 サークル名 活動日 活動時間 活動内容

デコパージュ 第2・3木曜日 19：00～ デコパージュ

デイジーキルトクラブ 第1・3月曜日  9：30～ パッチワーク

境野布あそび 第2・4金曜日 13：00～ ミシンキルト

境野さくら会 第2・4木曜日  9：30～ 書道

鈴の会 第2・4水曜日 19：00～ 生け花

手編みサークル 第1・3木曜日 10：00～ 編み物

はるにれ短歌会 第2土曜日 13：30～ 短歌

第1・3土曜日 10：00～

第2土曜日  15：00～

第3・4日曜日  9：00～

美和の会 第1・3金曜日 13：00～ 着物の着付け

千歳会ダンスサークル 第1・2・3・4木曜日 13：00～ 社交ダンス

境野フラレディー 第1・2・3・4水曜日  9：30～ フラダンス

生け花

ダンス

桐ん会

展示

境野公民館サークル 詳しくは,公民館にお問い合わせください！
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専門部 サークル名 活動日 活動時間 活動内容

カノン 第1・2・3・4金曜日 19：00～ オカリナ

境成会カラオケ 第1・2・3・4木曜日 13：30～ カラオケ

琴アイリス 第1・2・3・4水曜日 13：00～ 大正琴

民謡片桐会 第4火曜日 19：00～ 民謡

むつみ会 第1・3木曜日  9：30～ 茶道

教養 シルクロード 毎週水曜日 19：30～ 中国語会話

卓球愛好会 第1・2・3・4金曜日 12：30～ 卓球

境野ヘルシーダンス 第1・2・3・4火曜日 19：30～ ダンス・ヨガ

スイートピー 第1・2・3・4木曜日 19：00～ ストレッチ体操

境野新卓球クラブ 第1・2・3・4木曜日  9：30～ 新卓球

境野やよい会 第1・2・3・4月曜日 13：30～ 丹田呼吸法（健康体操）

ピラティス愛好会 第1・2・3・4木曜日 19：30～ ピラティス

産後ケア＆bodyメイキング 第1・2・3・4土曜日 9：00～ 体操

スポーツ

芸能
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専門部 サークル名 活動日 活動時間 活動内容

游　墨　会 第2・4（水） 19：00～ 書道

ハンドメイドサークル 第1・3（月） 14：00～ 洋裁

じゅうさん句会 第2・4（土） 14：00～ 俳句

手編みサ－クル 第1・3（水） 13：30～ 手編み

広　彩　会 第1・3（木） 13：30～ 水彩画

広沢レザ－クラフト 第1・3（火） 13：30～ レザ－クラフト

墨　尚　会 第1・3（水） 14：00～ 書道

手編みｻ-ｸﾙ　はなみずき 第2・4（火） 13：30～ 手編み

かきつばた 休会 生け花

広沢書道サ－クル 休会 毛筆・硬筆書道練習

広沢写真クラブ 休会 写真撮影

布遊びの会 第2・4（火） 13：30～ 布遊び

平成元気丸 第2・4（金） 10：00～ 切り絵

広沢婦人会 不定期

広沢神美会 毎週（月） 13：30～ 社交ダンス

社交ダンスクラブ13 毎週（木） 19：00～ 社交ダンス

広沢ダンス愛好会 毎週（水） 19：00～ 社交ダンス

ダンスＯＢ会 毎週（金） 10：00～ 社交ダンス

フォ－クダンスと踊りの会 第2・4（土） 13：30～ フォ－クダンス

フラサ－クル オヒア 毎週（火） 13：30～ フラダンス

オキカ広沢 第1・3 (火) 19：00～ フラダンス

展示部門

ダンス部門

広沢公民館サークル 詳しくは,公民館にお問い合わせください！
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専門部 サークル名 活動日 活動時間 活動内容

コ－ル・シャンテ 毎週（月） 19：00～ 混声合唱

博　藤　会 毎週（木） 19：00～ 謡曲

ブ－ゲンビリア 毎週（月） 19：00～ ウクレレ

ひまわり 第2・4（水） 13：00～ カラオケ

ひばりサ－クル 第1・3（木） 13：30～ 童謡唱歌

あんさんぶるめい 毎週（水） 10：00～ 合唱

コ－ルリンデ 第2（月） 13：30～ コ－ラス

さつきの会 第2・4（月） 10：30～ カラオケ

リヴィエ－ル合奏団 第2・4（水） 18：00～ 木管楽器ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ

サークル装
第2・4（火）
第2・4（土）

13：30～
10：00～

着付け

南京玉すだれを楽しむ会 毎週（火） 10：00～ 南京玉すだれと皿回し他

カタクリ 第2・4（火）  9：30～ マンドリン

芸能部門
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専門部 サークル名 活動日 活動時間 活動内容

ヨ－ガサ－クル 毎週（水） 10：00～ ヨガ

リラクゼ－ション･ヨガ 毎週（木） 10：00～ ヨガ

すこやか会 毎週（木） 13：30～ 健康体操

あじさいクラブ 毎週（火） 10：00～ ストレッチ体操

広沢新卓球クラブ
毎週（月）
第1・3（木）

10：00～ 健康と親睦

広　極　拳 毎週（月） 16：00～ 太極拳

広沢スポーツ吹矢サ－クル 第2・4（火） 19：00～ 吹矢の練習

ヘルシ－体操教室 第1・3（金） 13：45～ 女性のための健康体操

レディ－スエクササイズ 毎週（金） 20：00～ エアロビクス

いきいき健康体操 毎週（水） 10：00～ 健康体操

エンジェルキッズ 毎週（木） 16：30～ キッズダンス

コスモス 第2・4（金） 10：30～ 骨盤体操

グラン・ユー
第1・3（水）
第2・4（木）

13：30～ 体操

桐生護身術会 第2・4（水） 16：00～ 護身術

ピラティス 毎週（日）  9：30～ 骨盤・姿勢矯正体操

カラダ若かえるヨガ 毎週（火） 12：30～ ヨガ

ヨーガ・ナチュア 毎週（金） 15：00～ ヨガ

桐生ストレッチサークル 第4（金） 13：30～ 体操・運動

スマイル３B 第2・4（日） 10:00～ 3B体操

スポーツ部門
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★お問い合わせ先★ 電話番号

桐生市地域包括支援センター ユートピア広沢 53-1114

桐生市社会福祉協議会 46-4165

桐生市長寿支援課 46-1111

桐生市健康づくり課（桐生市保健福祉会館） 47-1152


