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電話番号
桐生市地域包括支援センター神明 32-3162
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 47-1152

作成年月　平成30年10月　　

目指しています。

★お問い合わせ先★

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

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

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

詳しくはP18・末巻別紙をご覧ください
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

セブンイレブン
広沢1丁目店

広沢町1-2532-2
55-5331
(注文番号は

別）

会員登録時
に要確認

会員登録が必要。
セブンミールにて1,000円以上の注文は配送可
能。配送料216円。3,000円以上注文の場合、
配送料無料。

（有）高松商店
（米　ほのか）

広沢町1-2898
・54-1380
・0120-
041-584

市内
・米5ｋｇ～注文可。配達料無料。
・店頭にある商品も届けられる。（油・醤油・
パン・インスタントみそ汁、灯油）

キッチンほのか 広沢町1-2898 54-1388 市内 10個以上の注文から可能。

武内魚店 広沢町1-2900-3 54-1145 12区
火・水曜日の午前中に12区内を巡回し、魚を販
売している。12区内であれば午後は配達も相談
できる。

味の弁天屋 広沢町2-3125-50 52-0044
配達は車で
10分程度

平日、２千円以上配達致します。
営業時間　ＡＭ　9：00～ＰＭ8：00
宅配時間　ＡＭ10：00～ＰＭ7：30
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

まごころ弁当　桐生店 広沢町2-3076-1 51-3669
桐生市

みどり市

・高齢者向けに食べやすく調理している。
　おかずは和食中心、200～300kcalで栄養バ
ランスに配慮。
・１食から宅配可、宅配料無料。小町（大）
400＋税、普通食おかず474円＋税、普通食ご
飯付き500円＋税、カロリー調整食の用意可。
　アレルギーなどの禁食・キザミ食・やわらか
食（お惣菜そのままの形をしている）・ムース
食・おかゆにも対応可。
・配達と同時に安否確認を行う。
・その他、配達中に２分で出来る頼み事サービ
スあり。（ゴミ出し、電球交換、世間話、一言
確認等）

魚長 相生町1-3 54-1238
お気軽にご
相談下さい

鮮魚や刺身等の配達。料金等はお気軽にご相談
下さい。
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

コープデリ桐生センター 相生町1-111
0120-502-

160
市内

・月～金曜日のうち週3日からの配達で曜日ご
　とに商品・数量が選べる。
・①おかず②御膳③弁当④エネルギー塩分調整
　食⑤ミールキットの5種類から選択。
・生協会員加入後、利用可能。
・食料品配達もあり(0120-043-502)

ラベイユ 相生町1-277 53-5575

市内
(一部除く)
※ご自宅が
店より15分
以上の場合
は、お問い
合わせ下さ

い。

・5個以上の注文から配達可能。
・配達可能時間：10：00～12：00
　　　　　　　　15：00～17：30
・配達時間の1時間前までにお電話下さい。
・定休日：毎週火曜日、月曜日夜

（株）ヨシケイ両毛
桐生営業所

広沢町6-227 52-8781 市内

・楽らく味彩（おかずのみの冷凍弁当）1回３
　種パック1,018円（税込）月・水・金の週３
　回配達。週1回でも可。
・日中不在の場合、鍵付きBOXを貸出。（貸出
　料2,000円。BOX返却時に返金。）
・お弁当を取り忘れているとき等、希望連絡先
　に連絡することが可能。
・弁当の空トレイは洗浄してあれば回収する。
・その他メニューに沿った食材配達あり。
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

まごころ弁当
桐生中央店

相生町3-340-2 32-3393
桐生市

(一部除く)

・普通食はご飯セット540円、おかずのみ
　486円。他にまごころ小町ややわらか食、
　カロリー調整食あり。月～土の昼夜対応。
・支払い方法は、現金、振り込み、引落し。
・安否確認のみのサービス（２７０円）あり。

ドンキホーテ桐生店 永楽町5-10 47-3810 店舗に問い合わせ

・食料品・日用品等の購入したものを配達。
・ごきげんよう会員で60歳以上の方は1,000
　円以上、会員以外の方は3,000円以上の購入
　で即日配達が無料。
・営業時間9:00～23:00。定休日なし。

ライフデリ 織姫町4-6 46-7670
桐生市

みどり市

・普通食はご飯セット563円（税込）おかずの
　み513円（税込）年中無休・昼夜対応。
・支払い方法は月末まとめ払い・振込・引落。
・高齢者向け安否確認サービスあり（ライフ
　コール）決められた時間に自動音声で３回ま
　でTEL。対応がない場合は家族へメールする
　システム。

特定非営利活動法人
地域食生活研究会
（「食」の自立支援
事業）

天神町3-14-16
ふれあいホーム内

47-4711
市内

(黒保根町
除く)

対象者：65歳以上の一人暮らし世帯、高齢者
　　　　のみの世帯で、調理が困難な人。
利用日：12区は月・木曜日、18区は水・土曜
　　　　日の週2回（昼食）
料金：1食400円
・運べなければ、室内まで届けることも可能。
・汁物はその場で注ぐ。
・配食、器の回収と１日２回訪問し安否確認。
・変わった様子があれば、協力員へ連絡してく
　れる。
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

配食のふれ愛　足利店 足利市小俣町678-1
0284-22-

3369

市内
(梅田・

川内町除く)

・栄養バランスの良い和食中心の日替わりメ
　ニュー。
・普通食500円（税抜）カロリー調整食762円
　（税抜）低たんぱく食810円（税抜）
・アレルギー、きざみ食、お粥にも無料で対
　応。
・前日までに連絡すれば1食から配達可能。
・弁当の注文がない日も安否確認のため訪問可
　能（1回250円）

ワタミ株式会社
ワタミの宅食

太田市大原町1455-8
受付センター
0120-191-

950
市内

・日替わり５日間のコース
①惣菜コース：まごごろ手鞠（1食あたり
　税込490円）まごころおかず（同616円）い
　きいき珠彩（同640円）
②弁当コース：まごころ御膳（1食あたり
　税込580円）まごころこばこ（同498円）
・留守がちな方には、鍵付きBOXを無料で貸
　出。

●電球交換をしてくれる電気屋さん

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

（有）リゲルコバヤシ 広沢町1-2927-4 54-1902 市内

・商品代＋工賃もしくは出張料。
・依頼するときは、近くの地域包括支援セン
　ターに連絡。
・その他家電販売、補聴器、自宅の不満解消等
　対応してくれる。
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●灯油を配達してくれるお店

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

カナイ石油 広沢町1-2523

0120-123-
692

（9：00～
17：00）

12区
金曜日

18区
月・土曜日

・灯油2缶から配達可能。
・階段が多い所や3階以上の配達は、別途料金
　発生する可能性あり。
・12月～３月：祝日配達可。
　４月～11月：第2・第3土曜日・祝日休み。
・配達時間：9：00～18：00
・前日までに連絡ください。

丹羽石油　新桐生ＳＳ 広沢町1-2909 54-1340

丹羽石油　広沢ＳＳ 広沢町4-2451-3 54-1541

丹羽石油　桐生南ＳＳ 広沢町5-1541 54-2206

丹羽石油　桐生琴平ＳＳ 琴平町6-25 44-1901

（有）高松商店
（米　ほのか）

広沢町1-2898
・54-1380
・0120-
041-584

市内 配達のみで灯油販売を行っている。

●集配してくれるクリーニング屋さん

名　　前 住　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

ほしのドライ（株） 広沢町3-4082-2 54-1177

市内
みどり市
太田市
足利市

・宅配料500円
・クリーニング料3,000円以上で宅配料無料。

市内
灯油1缶～配達可能。
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●自宅で整髪してくれる理容・美容院

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

ヘアーサロンROOF 相生町1-290-7 52-7142 すなが理容所 相生町1-243-3 53-0427

おしゃれサロンフクダ 相生町1-354-8 52-0648 ヘアーサロンかみむら 広沢町1-2802-4 54-1402

ヘアーポイントりょう 広沢町1-2576-2 52-4118 ヘアーサロンやまもと 広沢町2-3290-4 53-0578

北原理容所 広沢町2-3165-104 54-7708 ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ紫苑 相生町1-455-1 52-7013

あらい理容室 広沢町3-4072 53-2763 美容室すみれ本店Lucia相生町1-256-5 53-9674

ヘア・ドゥ・セーヌ 相生町1-10-10 54-1937 ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ丹羽 広沢町1-2797-1 54-0350

ヘアーサロンじゅん 相生町1-599 54-9512 さくら美容室 相生町1-167-3 53-0218

しずこ美容室 広沢町1-2899 53-1654 テル美容室 広沢町3-3966-6 52-7874

a・wish 広沢町2-3352-1 54-9315 美容室まみ 相生町1-625-1 53-6089

ヒダ美容室 広沢町2-3318-2 52-0934

ﾍｱｰｺﾚｸｼｮﾝ・ｽﾊﾟｰｸ 広沢町2-2978-11 54-7576

●お風呂に入れるところ ＊無料入浴券利用可能。

名　　前 住　　所 電話番号

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

料　金　・　内　容

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

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
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●お風呂に入れるところ ＊無料入浴券利用可能。
名　　前 住　　所 電話番号

新里福祉センター 新里町野397 74-0090

桜湯 広沢町1-2689 54-0472

利用料
<市内居住者>　　　　　　　1日300円
　ただし、65歳以上の高齢者、未就学
　児、身障手帳保有者は、無料
　また、小中学生は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

大人３６０円、中学生以下１５０円、幼児７０円
営業時間：16：00～20：30　　８のつく日は休館

料　金　・　内　容
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●圏域内の針灸マッサージ＊はり・きゅう・マッサージサービス券利用可能。
名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

小野塚指圧治療院 広沢町1-2668-2 53-4821 三田マッサージ 相生町1-353-5 52-4504

中里はり・マッサージ治療院 相生町1-14-3 54-6336 如来堂 相生町1-234 53-6100

●圏域内の病医院

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

金　沢　医　院 相生町1-131 52－0898 両毛整肢療護園 広沢町1-2648 54－1182

島村京子クリニック 相生町1-141-1 55ー6611 武井内科医院 広沢町1-2684 53－6060

わたらせﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｸﾘﾆｯｸ 相生町1-220-1 53－3166 田　中　医　院 広沢町2-3146-5 54－5012

阿　部　医　院 相生町1-338 53－5411 桐生クリニック 広沢町2-3181 54－1350

しむらクリニック 相生町1-627 52－5253 金子耳鼻咽喉科医院 広沢町3-3474-1 53－1133

●圏域内の歯科医院

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

坂爪歯科医院 広沢町3-4070-1 53－2540 さくらぎ歯科医院 相生町1-228 55－5815

下山歯科医院 広沢町2-2972-5 54－3948 宮原歯科医院 相生町1-412-6 53－8567

さかい歯科クリニック 広沢町2-3114-8 52－6480 須田歯科医院 相生町1-461-1 52－6536

広沢歯科 広沢町2-3394 52－8241

●圏域内の調剤薬局

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

エンドー薬局さくら店 広沢町2-3187-1 55－0080 あしなか調剤薬局 相生町1-628-13 40－2580

共創未来桐生桜木薬局 相生町1-209-1 55－5222

●圏域内の接骨院

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

澤接骨院 相生町1-283-2 53-9966 中里接骨院 広沢町1-2684-7 52-6336
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●介護保険以外の移動手段サービス      

名　　前 経路

おりひめバス 広沢線

予約制おりひめ

桐生駅北口
から

桜木公民館前
までの区間を運行

訪問介護ステーション
わかば広沢事業所

広沢町2-3247 32-3553 要相談

訪問介護ステーション
わかば笠懸事業所

みどり市笠懸町
阿左美1058

77-0885 要相談

福祉屋 相生町1-543-1 090-7710-8232 市内

ＮＰＯ法人
わたらせライフサービス 広沢町1-2619-7 70-6677 桐生市・みどり市

料　金　・　内　容

・8ｋｍまで：時間制運賃
　　30分2,730円
・8ｋｍ以上：距離制運賃
　　初乗り運賃2km660円
　　その後324ｍごとに90円
・介護福祉士が送迎します。

入会金3,000円　年間費2,000円
1時間700円～
ガソリン代80円/Ｋｍ

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（対象：
市内70歳以上）500円、回数券：1冊100円券11枚で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）

おりひめバスを補完する新しい手段。予約センターに電話が必要（0120-55-2420）
他の利用者と一緒にタクシー車両を使用し、乗り合って利用する。
運賃はおりひめバスと同様。

・予約制（運行日につきましては各事
　業所にお問合せください。）
・要介護・要支援の認定、身体障害者
　手帳をお持ちの人、それに準ずる人
　（詳しくはご相談ください。）
・付き添いの人も同乗可能。
・利用料金：10分870円（身体障害
　者手帳をお持ちの方は780円）
・ストレッチャーは別途1,000円。
・運転手はヘルパー2級保持者。
・いつでも気軽にお問合せください。
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●地域の介護支援ネットワーク

名　　前 住所及び連絡先

利用料金 利用時間

7：00～19：00

上記以外

7：00～19：00

上記以外

コープぐんま
くらしのたすけあいの会

0120-52-9638
(平日9:00～16:45)

中里家政婦（夫）紹介所
広沢町2-3400

53-5551
54-1358

・組合員でつくる任意の有償ボランティア組織
※専門的な知識や技術を必要とする介護・託児・家政婦業ではありません。
・内容：調理、掃除、洗濯、買い物等
・料金：1単位2時間1,000円
（1時間以内の場合600円、延長30分300円、交通費実費）
・時間：10：00～16：00。土日祝日休み。
・1日4時間、週5回まで利用可能。

・家政婦紹介所とは？
家政婦は家政婦紹介所から紹介を受け、求人者であるお客様のために家庭内での日常の家
事、病院の付き添い、家庭内での泊まりなど代行サポートする仕事です。
・サービス内容
家事サービス：掃除　洗濯　食事作り　買い物　話し相手　他
介護サービス：食事介助　入浴介助　排泄介助　病院の通院介助　外出時の付き添い　そ
の他身辺に係わるお世話　他
・介護保険では出来ないサービスが提供できます。
家族全員に係わる洗濯、調理、買い物、布団干し。すべての居室の掃除、大掃除、窓拭き
等
・料金：昼間1時間あたり1,840円、初回のみプラス1,100円。時間帯や内容によって
料金が異なりますので、詳細はお尋ねください。

内　容

桐生ファミリーサポート
センター（運営：ＮＰＯ
法人　わたらせライフ

サービス）

広沢町1-2619-7
70-6677

・介護の援助を行う人と、援助を受けたい人（おおむね65歳から）からなる会員組織で
す。
・会員は地域において支援を行います。（食事の準備や掃除、洗濯、買い物代行など）
・アドバイザーが介護支援を受けたい会員からの依頼に応じて、援助を行ってくれる会員
を紹介します。
・会員登録が必要、登録は無料です。詳細はお問い合わせ下さい。
※活動で知り得た事がらは、外部に漏らしませんのでご安心下さい。

金額

平日
１時間あたり（1人につき）700円

１時間あたり（1人につき）800円

土曜・日曜・祝日・
年末年始

１時間あたり（1人につき）800円

１時間あたり（1人につき）900円
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●集いの場

名　　前 住所及び連絡先 開設場所 内　容

広一サロン 広沢町1-2752 広沢町1丁目集会所
毎月第1・3木曜日
午後1：00～
カラオケ、脳トレ

12区いきいきサロン
ひとり暮らしの集い

広沢町2-3334-1 桜木公民館

年１回開催。65歳以上のひとり暮らしの方を
招待し、悪質商法等被害防止・交通事故防止
啓発、健康体操、合唱、食事会などで交流を
図る。

広二ゆうあいサロン 広沢町2-3165-108 広沢町2丁目集会所
毎月第2月曜日
午後1時30分～
体操、脳トレ、合唱など

ふれあいサロン 広沢町3-4051-1 広沢町3丁目集会所

毎月第1月曜日
午後1時30分～
お茶を飲みながら、カラオケ、唱歌、輪投
げ、映画鑑賞、脳トレなど

相生一丁目第三自治会
シルバーサロン

相生町1-451-1 桜木西公民館

年１回、６５歳以上の方を対象に敬老のお祝
いとしてミニコンサートを実施しています。
昭和歌謡からクラッシックまで、ヴィオラや
ヴァイオリン、チェロの生演奏を楽しんでい
ただきながら交流します。

いきいき健康サロン
相生町1-610-1
47-6502

特別養護老人ホーム山笑内
地域交流室

月1回、第3水曜日10時～活動日(講師都合で
変更あり）、事前申し込み不要、地区限定な
し。
歌や体操、ストレッチを行っている。

ごいっしょサロン
相生町1-208-1

デイサービスこらしょ内

開催日時は第2・4土曜日の10時～12時、毎
月２回。おしゃべり、体操、カラオケ等を
行っている。費用は無料。飲み物は各自で持
参。

12 ページ



●集いの場

名　　前 住所及び連絡先 開設場所 内　容

にこ楽サロン 相生町１-451-１ 桜木西公民館
毎月第3火曜日　午後1時～２時30分
介護予防の体操をおしゃべりしながら楽しく
行っています。

まちのえんがわ
相生町1-111
070-2626-4696

コープぐんま敷地内

毎週火・木・金曜日。10:00～15:00
ランチ400円（12：00～13：00）
歌や体操、写仏・写経等のイベントを企画。
血圧測定器や運動器具もあり。
誰でも気軽に立ち寄れる憩いの場です。

カフェサンクス
ひろさわ

広沢町1-2566-1
46-9820

安心館ひろさわ内
毎月第3木曜日、午後１時30分～３時30分
慰問やイベントがあります。是非お越し下さ
い。

広沢カフェ　かたらい処
広沢町2-3330
52-5188

桜木公民館向かい
毎週火・木曜日、午後1時～3時
ゆっくりできるしゃべり処です。

ひだまりカフェ
広沢町3-3764
47-7005

グループホーム花時計内

毎月第4月曜日、午後2時～4時
歌・体操・昔遊びなどワイワイ楽しんでいま
す。お一人でも大丈夫、お友達を増やしにき
ませんか。

青姫カフェうてな
相生町1-502-5
52-2497

デイサービスうてな内
毎月第4日曜日、午後1時～3時
楽しい茶話会や昔の遊び・脳トレ・フットケ
アなどを行っています。
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●公民館サークル活動 ＊別紙3・4を御覧ください。

●ボランティア団体

名　　前 電話番号

桐生市ボランティアセンター ０２７７－４６－４１６５

名　　前 開催場所

桜木公民館

中通り大橋付近グラウンド場

桜木公民館

桜木公民館

広沢町三丁目集会所
桜木公民館

桜遊園

相生町一丁目集会所

相生町一丁目集会所

桜遊園

桜木西公民館

相生町一丁目集会所(春)
相生町一丁目第四町会集会所(夏)

内　　容

フォークダンス、月4回(第1・3木曜日、第2・4土曜日)、10名参加。

第１８区老人クラブ連合
会
賀茂長寿会

輪投げ、毎月２回（第１・３木曜日）、20名参加。

スマイルボーリング、毎月２回、15名参加。

グラウンドゴルフ、週３回（月・水・金曜日）、2５名参加。

カラオケ、年２回（春・夏）、各40名参加。

・ボランティア活動支援
・ボランティア情報の収集・提供
・ボランティアに関する学習・広報

内　容

将棋、毎週（水曜日）、２０名参加。月１回桐花園慰問交流。

グラウンドゴルフ、週４回（火・木・金・日曜日）、３０名参加。

 
●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。

第１２区老人クラブ連合
会
サンフレンズ

輪投げ、月3回（第２・3・４土曜日）、25名参加。

フラダンス、月３回（月・金曜日）、１３名参加。

健康ウォーキングクラブ、月1回、50名参加。

レクリエーションダンス、月２回（第１、３土曜日）､１０名参加。
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●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）

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

　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。

名　　前 電話番号

54-1340

内　　容

丹羽石油　新桐生ＳＳ

電球取り換え、重たい物の移動、買い物代行などちょっとした困りご
とに対応します。また、廃品・廃油回収や不要になった車の処理など
も柔軟に受け付けます。
費用：基本無償。ただし、電球や買い物商品代、廃棄にかかる諸費用
等は利用者負担となりますので、ご相談ください。

シルバーサポート隊

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。

＊シルバー人材センターでは、会員を募集しています。働く意欲のある人は、上記に電話してください。

内　　容
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●介護保険施設

<特別養護老人ホーム>

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

双葉園 広沢町1-2643-1 54-8900 山笑（さんわ） 相生町1-610-1 47-6503

<老人保健施設> <ケアハウス>

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

クララトーホー 広沢町2-3208-1 52-2700 ふたば 広沢町1-2643-1 54-8905

<グループホーム>

名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

クララトーホー 広沢町2-3254-8 53-1520 そよ風 相生町1-160-1 70-6821

花時計 広沢町3-3764 47-7005

<小規模多機能居宅介護>

名　　前 住　　所 電話番号

安心館ひろさわ 広沢町1-2566-1 46-9820
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●地域を応援している団体

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 46-1111

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

※オレンジリングを持っている人は、認知症サポーターです。認知症サポーター養成講座で学んだ、認知症を理解するサポーターです。

講座は10人以上の人が集まれば出前講座も行います。興味のある方は桐生市役所生涯学習課へ連絡ください。

●公共機関（皆さんを支援するところ） ●安心安全のための駐在所

名　　前 住　　所 電話番号 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 広沢町交番 広沢町4-1882-1 53-7530

桐生市保健福祉会館 末広町13-4 47-1152 相生町交番 相生町2-282-2 52-9620

桐生市社会福祉協議会 新宿3-3-19 46-4165 ＊困った時、心配なことがあったら相談してください。

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
神明 広沢町2-3247 32-3162

介護予防の知識の普及や高齢者の健康づくりを支援

食について学び、それを地域の人に伝え、食生活改善や食育の普及活動

地域と行政のパイプ役として子育て家庭の支援

地域の頼り人として困りごとお相談に応じ、関係機関につなぐ。

高齢者が地域社会とのつながりを保つための活動を行う。

組織の活性化、男女共同参画社会の確立、社会貢献、消費生活の点検。
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　　　こころの悩みに専門医師が対応します。

●巡回健康相談　　　　  　　●各種教室：詳しい日程は、広報きりゅうをご覧ください。

●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

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。

健康づくり課からご案内

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！

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。
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いつまでも自分の足で歩いて健康づくり！

～渡良瀬川コース～

歩くことを継続することで、生活習慣病予防、老化防止、ストレス解消、うつ病予防に効果的です！！

※この他、「桐生市ウォーキングマップ」には、市内のコース、歩き方、靴の

選び方等ウォーキングに関する情報がたくさん、掲載してあります。

配付場所：桐生市保健福祉会館、新里町保健文化センター、黒保根町保健センター

桐生市のホームページからもダウンロードできます。
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桐生市社会福祉協議会は、住み慣れた地域での生活を支援しています。

また地域でのサロン活動や見守り活動の推進等地域福祉活動を推進しています。

お気軽にご相談ください！

●福祉サービス利用援助事業
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な方が住み慣れた地域で
安心して自立した生活を送ることができるように実施する事業です。
・福祉サービスを利用するためのお手伝い。
・日常的金銭管理サービス
・書類などの預かりサービス
●地域福祉活動推進事業
地域で実施される福祉活動（サロン活動、自主防災活動、世代間交流活動）に助成金を交付します。
●地区担当制事業
地域ごとに地区担当職員を配置し、サロンや見守り活動など地域福祉活動の推進を図るとともに、
地域住民や専門機関連携のもと、地域福祉課題を把握します。

桐生市社会福祉協議会事業の紹介

お問い合わせ先

桐生市社会福祉協議会

地域福祉課 46-4165
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