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お知らせ

名１２０人／計１７１万５
０００円

企業版ふるさと納税
寄附金

▼信金中央金庫／１０００
万円

物品（敬称略）
21

ご寄付ありがとう
ございました

寄付金（敬称略）
日受け入

１月 日～３月 日受け入
れ
▼桐生中央ライオンズクラ
ブ／児童図書 冊▼㈱講談
社／一般書籍など１０７２
冊▼㈱黒沢レース／レース
カーテン 枚▼桐生ロータ
リークラブ／防犯ブザー７
００個▼ナトコ㈱／たん白
泡消火薬剤 リットル▼東
群運送㈱／交通安全横断旗
組▼㈱アート／固形石け
ん１０００個▼奈良彰一／
郷土資料１冊▼桐生市地区
赤十字有功会／図書 冊

31

11

２月２日～３月
れ

ふるさと桐生
応援寄附金
▼小林裕／１万円▼林重光
／５０００円▼木村幹彦／
１万円▼木下昌明／２万円
▼高橋賢司／１万５０００
円▼坂本栄治／１万円▼大
沢啓人／１万５０００円▼
中村義洋／１万円▼八尾由
紀／１万円▼椿貴佳／１万
円▼秀毛寛己／１万円▼匿

場所＝美喜仁桐生文化会館ス
カイホールＡ
募集人数＝５人（先着順）
問い合わせ＝教育委員会総務
課（☎内線６５４）

50

▼市役所玄関ロビー
期日＝５月 日（木）・ 日
（木）
時間＝午前 時～午後１時
分
▼新里総合センター１階
期日＝６月２日（木）
時間＝午前 時～午後１時
問い合わせ＝福祉課（☎内線

26

30

通学する人
募集人数＝６人（先着順）
申し込み＝５月 日（火）か
ら 日（金）までに直接また
５月は消費者月間
は電話で、地域づくり課（市
役所 階、☎内線３１７）へ。
令和４年度のテーマは、「考
えよう！大人になるとできる
こと、気を付けること～ 歳 献血にご協力を
から大人に～」です。
期日＝５月 日（水）
消費生活センターでは、契
時間＝午前９時 分～午後４
約や商品購入に関するトラブ
時
ル、債務整理など、問題解決
場所＝市役所玄関ロビー
のためのお手伝いをしていま
問い合わせ＝福祉課（☎内線
す。ぜひ、ご利用ください。
２７１）
▼消費者月間のパネル展
期間＝５月 日（月）～ 日 ひとり暮らし高齢者調査
（金）
一人暮らし高齢者の実態を
場所＝市役所玄関ロビー
把握し、高齢政策の基礎資料
問い合わせ＝桐生市消費生活
とするための調査です。
センター（保健福祉会館４階、 対象＝６月１日現在、市内に
☎ １１１２）
居住する 歳以上の一人暮ら
しの人※入院または施設など
男女共同参画情報紙
へ長期入所している人を除く
編集委員募集
調査方法＝対象者に対し、６
月下旬までに各地区の民生委
員が訪問や電話で、聞き取り
調査を行います。
問い合わせ＝健康長寿課（☎
内線５５６）

傍聴できます
教育委員会定例会

福祉ショップ
市内の障がい者施設でつく
った製品を販売します。

50

51

20

12

11

11

31

10

30

期日＝５月９日（月）
時間＝午後２時から※当日午
後１時 分から１時 分まで
会場で受け付け
45

25

70

20

2

30

18

20

5

16

男女共同参画情報誌「はじ
めよう」の編集会議（ 回程
度）などに参加してもらいま
す。
任期＝６月から 月頃まで
対象＝市内に居住または勤務、
11

40

（公財）日本ﾃｸﾉｴｲﾄﾞ協会認定

広告
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

３９８）
60

農振除外・農振編入

11

47

農振農用地区域内の農地は
農地以外の目的で使用する場
合、農地転用する前に農用地
区域から除外（農振除外）す
る必要があります。なお、農
振除外するには、一定の要件
を備える必要があります。
また、すでに除外されてい
る土地で、農地転用されてい
ない場合や、早期に転用する
見込みのない場合は、市の計

画により編入していきます。
申請方法＝５月 日（月）か
ら 日（火）までに農用地区
域変更申請書と必要書類を、
直接農林振興課（市役所３階、
☎内線５６７）へ。申請の承
認・不承認には時間を要しま
す。申請用紙は同課と市ホー
ムページにあります。

５月 日から 日までは、
民生委員・児童委員の活動強
化週間です。民生委員・児童
委員は各地区にいます。プラ
イバシーは厳守しますので、
安心してご相談ください。
問い合わせ＝福祉課（☎内線
２８５）、社会福祉協議会
（☎ ４１６５）

ご存じですか
民生委員・児童委員

16

18

記入した用紙を直接または郵
するおおむね 歳以上の人で、
送（当日消印有効）で、桐生
継続して出席できる人
市スポーツ文化事業団（〒３
募集人数＝１５０人（先着順）
７６‐００２４織姫町２‐５、 申し込み＝５月 日（水）か
☎ １５００）へ。
ら 日（火）までに直接また
は電話で、中央公民館（☎
高齢者大学受講生募集
４３４３）へ。※月曜日を除
く
健康、福祉、文学、音楽、
防災、郷土の文化や歴史など
を学びます。
期日＝６月３日（金）・ 日
（金）・ 日（金）・ 日
（金）、７月１日（金）・８
日（金）・ 日（金）・ 日
（金）、９月２日（金）・９
日（金）・ 日（金）・ 日
（金）、 月 日（金）
時間＝午後１時 分～３時
分
場所＝中央公民館市民ホール
対象＝市内に居住または勤務

12

スポーツ文化事業団
文化専門委員募集
事業計画などの評議を行う
委員を募集しています。
期間＝８月１日～令和６年７
月 日
対象＝市内に居住、在勤また
は通学する満 歳以上の人で、
芸術文化の振興に熱意を持っ
て活動できる人※年３回程度、
平日昼間に会議あり。報酬な
し。
募集人数＝５人以内（選考あ
り）
申し込み＝６月 日（水）ま
でに、小論文「あなたにとっ
て文化活動とは」（８００
字程度）と住所、氏名、性
別、年齢、職業、電話番号を

広告
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春の市民一斉清掃

17

集めたごみは、午前８時30分から
順次収集しますので、各地区のごみ
ステーションへ出してください。乾
電池、使用済みライターの収集も行
います。雨天でも収集します。
なお、まん延防止等重点措置が適
用された場合、春の市民一斉清掃は
中止します。ただし、公共の場所に
おいて、密にならない状況で集めた
清掃ごみは、午前８時30分から順次
収集します。
また、５月29日（日）以外に清掃
活動を行った場合のごみも収集しま
す。その場合、ごみステーション以
外の場所にごみを集め、清掃センタ
ーに連絡してください。
問い合わせ＝清掃センター（☎74‐
1014）

40

５月 29 日（日）は

20

15

「家族が急に入院した」と言われても、すぐ
にお金が必要になることはありません。慌て
ずに確認しましょう。
問い合わせ＝桐生警察署
（☎43 ‐ 0110）
、
群馬県警察振り込め詐欺被害防止ホット
ライン
（☎027 ‐ 224 ‐ 5454）

31

ストップ！特殊詐欺
特殊詐欺‼
おかしいな…と思ったら

12

10

47

桐生市ゆかりの人物の号名
（雅号・ペンネームなど）の
期日＝６月５日（日）
事典を頒布します。
時間＝午前９時～午後１時※
頒布価格＝５００円
午前８時 分集合
申し込み＝直接図書館２階カ
場所＝相撲道場（相生町二丁
ウンター（☎ ４３４１）へ。 目）
対象＝市内に居住または通学、
憲法記念
通園する小学生以下の子ども
特別無料法律相談
（みどり市の子どもも可）
費用＝２００円
申し込み＝５月 日（金）ま

20

2

1

課（☎ ２９０４）、黒保根
支所市民生活課（☎ ２１１
２）

次の対象者は、申し出によ
り国民年金に任意加入するこ
とができ、 年間納付するこ
とで受給できる満額の年金に
近づけることができます。
対象＝次の要件のいずれかに
該当する人
① 歳以上 歳未満の人で、
老齢基礎年金を受けるための
資格期間（保険料納付期間、
保険料免除期間、学生納付特
例期間と納付猶予期間を合計
して 年以上）を満たさない
人や満額の老齢基礎年金を受
けられない人
②昭和 年４月１日以前に生
まれ、老齢基礎年金を受ける
ための資格期間を満たさない
人（ 歳までの間で、老齢基
礎年金を受けるための資格期
間を満たす人に限る。）
③海外に住む 歳以上 歳未
満の日本人
手続き＝①・②に該当する人
は、市民課（市役所１階）ま
たは新里・黒保根支所市民生
活課へ。③に該当する人は、
日本国内に住んでいる親族な
どの協力者が、最後に住んで
いた市区町村で手続きをして
ください。

国民年金への任意加入

96

65

20

30

74

40

40

65

20

60

10

70

30

27

日（木）
時～正午

2

25

19

5

47

10 26

1

31

10

期日＝５月
時間＝午前

場所＝美喜仁桐生文化会館ス
でに申込書に費用を添えて、
水曜プロムナードコン
カイホールＢ
直接、桐生ガススポーツセン
サート
募
集
人
数
＝
人
（
先
着
順
）
ター（市民体育館、相生町三
「 月例会」出演者募集
申し込み＝５月 日（木）か
丁目、☎ ２３６２）へ。
ら（土・日曜日を除く午前９
時～午後４時）電話で、市民 戦没者などの遺族に
相談室（☎内線３５５・５０ 対する特別弔慰金
３）へ。
特別弔慰金は戦没者などの
死亡当時の遺族で、令和 年
桐生の織物に関する
月 日（基準日）において
資料を保存しています
公務扶助料や遺族年金など受
期日＝ 月 日（水）
ける人がいない場合に、次の
時間＝午後６時 分開演
桐生市織物産業資料保存委
順番による先順位の遺族一人
対象＝小学生以上
員会では、歴史的に貴重な桐
に支給されます。
募集人数＝４組程度※一人で
生の織物に関する資料を保存
①基準日までに戦傷病者戦没
も参加可能
しています。寄贈いただける
費用＝小学生以上高校生以下
資料があればご連絡ください。 者遺族等援護法による弔慰金
の受給権を取得した人
の個人または団体…５００円、 問い合わせ＝商工振興課（☎
②戦没者などの子
一般の個人または団体…１０
内線５６４）
③戦没者の死亡当時に生計を
００円
共にしていた父母、孫、祖父
申し込み＝ 月 日（金）ま わんぱく相撲大会
母、兄弟姉妹※婚姻や養子縁
でに直接中央公民館（☎ ４
組により、令和 年 月 日
３４３）へ。
現在で氏が変わっている人を
『桐生市人物号名事典』
除く
刊行と頒布
④③以外の父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹
⑤①から④まで以外の戦没者
などの三親等内の親族※戦没
者死亡当時まで引き続き 年
以上の生計関係を有していた
人
支給内容＝額面 万円、５年
償還の記名国債
請求期限＝令和５年３月 日
問い合わせ＝福祉課（☎内線
２７１）、新里支所市民生活

くらしガイド

4

1

52

4
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

問い合わせ＝桐生年金事務所
（☎ ２３１１）、市民課
（☎内線２７３）

ら電話で桐生ガススポーツセ
ンター（☎ ２３６２）へ。

場所＝吾妻公園と水道山公園
募集人数＝ 人（先着順）
申し込み＝５月９日（月）か
ら電話（土・日曜日を除く午
前９時～午後４時）で、吾
妻公園（☎ ８６３６）へ。

点訳ボランティア養成
講座

期間＝５月 日から７月 日
までの毎週金曜日※５月 日
（金）は事前説明会
時間＝午前 時～ 時 分
場所＝美喜仁桐生文化会館※
５月 日（金）は総合福祉セ
ンター点訳作業室
募集人数＝６人（先着順）
費用＝８８０円
申し込み＝５月 日（火）か
ら電話で点字図書館（☎ ０
０８６）へ。

音訳ボランティア養成
講座

10

姿勢が整う
ストレッチポール教室

集合場所＝自然観察の森駐車
場
募集人数＝ 人（先着順）
〇森と生きもの親子教室
場所＝自然観察の森
対象＝市内に居住する小学生
の子どもと親
▼チョウの観察と飼育
期日＝ 月 日（日）
時間＝午前９時 分～正午
募集人数＝５組（先着順）
▼水の中の生きもの観察
期日＝ 月 日（日）
時間＝午前９時 分～正午

南公園野鳥観察会

期間＝５月 日から７月 日
までの毎週木曜日
時間＝午後３時～４時 分
場所＝総合福祉センター点訳
作業室（新宿三丁目）
対象＝パソコンを持ち、基本
操作ができる人
募集人数＝６人（先着順）
費用＝５００円
申し込み＝５月 日（火）か
ら電話で点字図書館（☎ ０
０８６）へ。

21

30

45

20 29

分
場所＝桐生ガススポーツセン
ター（市民体育館）
対 象＝ 市 内 に 居 住 ま た は 通
園・通学している年長から小
学校３年生までの子ども※保
護者の承諾が必要
募集人数＝ 人（先着順）
費用＝１５００円
持ち物＝運動着、室内用運動
靴
申し込み＝５月 日（火）か
ら直接または電話で桐生ガス
ポーツセンター（☎ ２３６
２）へ。

初心者ナイターテニス
教室

期日＝６月３日から７月 日
までの毎週金曜日※６月 日
（金）を除く
時間＝午前 時～ 時
場所＝桐生ガススポーツセン
ター
対象＝市内に居住または勤務、
通学している 歳以上の人※
高校生は除く
募集人数＝ 人（先着順）
費用＝３０００円
持ち物＝室内用運動靴、バス
タオル、ストレッチポール、
マット※ストレッチポールと
マットは貸し出し可。
申し込み＝５月 日（木）か
ら直接または電話で桐生ガス
スポーツセンター（☎ ２３
６２）へ。

自然観察の森行事

期日＝５月 日（日）※雨天
中止
時間＝午前６時 分～８時※
午前６時 分から南公園管理
事務所前で受け付け
場所＝南公園
募集人数＝ 人（先着順）
持ち物＝双眼鏡※貸し出し可
申し込み＝５月７日（土）か
ら電話（午前８時 分～午後
５時）で南公園（☎ ３４５
６）へ。

吾妻公園「ヤマボウシの
花と鳥を見る会」

期日＝５月 日（土）
時間＝午前６時 分～８時
分（少雨決行）※午前６時
分から吾妻公園駐車場で受け
付け

19 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

10

22

19

生活困窮者自立支援金
申請期限の延長と再支給
新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の申請
期限を延長します。また、す
でに支給を受けた人の再支給
も受け付けています。
申請期限＝ 月 日（木）
対象＝総合支援資金の貸付を
終了した世帯や再貸付につい
て不承認とされた世帯などで、
収入や資産、求職などの要件
を満たす世帯※対象と思われ
る人には、申請書類を送付し
ています。
支給額＝単身世帯…６万円、
２人世帯…８万円、３人以上
世帯… 万円
支給期間＝３か月
申し込み＝申請期限までに、
直接福祉課（市役所１階、☎
内線２７１）、新里・黒保根
支所市民生活課へ。
本文

長袖、長ズボンなど歩きや
すい服装で参加してください。
申し込み＝ 月 日（月）か
ら自然観察の森（☎ ６９０
１）※毎週火曜日と 月 日
（金）・ 日（水）・ 日
（水）を除く
〇春のバードウォッチング
期日＝５月 日（日）
時間＝午前５時 分～７時

15 30

30

45

52

20

10

30

30

30

30
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講座

期日＝６月３日から 日まで
の毎週金曜日
時間＝午後７時～９時
場所＝相生庭球コート（相生
町三丁目）
対 象＝ 市 内 に 居 住 ま た は 勤
務・通学する高校生以上の人
※高校生は保護者の承諾と送
迎が必要
募集人数＝ 人（先着順）
費用＝３０００円
申し込み＝５月 日（水）か
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キッズダンス体験教室

30

15
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期日＝６月２日から 日まで
の毎週木曜日
時間＝午後６時 分～７時
30

5

11

22

30

30

20

50
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くらしガイド

場所＝保健福祉会館（末広町）
対象＝０～３歳児の母親
募集人数＝８人（先着順）
持ち物＝筆記用具※託児使用
者は、おむつ・着替えなど
申し込み＝電話で子育て相談
課（☎ ２００９）へ。

ブックスタート

東部児童相談所巡回相談

申し込み＝子育て相談課（☎
２０００）へ。

４歳から中学生までの発達
に関する相談に応じます。
期 日 ＝ ６ 月 ６ 日（ 月 ）・ 日
（金）・ 日（土）・ 日（月）・
日（月）・ 日（月）
時間＝午前９時 分～午後４
時
場所＝保健福祉会館
申し込み＝電話で子育て相談
課（☎ ２０００）へ。

発達相談会

43

健康

20

27

10

期間＝令和５年３月 日まで
対象＝接種日に住民票を有し、
次のいずれかに該当する人。
ただし、妊娠中または妊娠の
疑いがある人、過去に風しん
にかかったことがある人、風
しんの予防接種を２回受けて
いる人を除く。※申し込みは
１回のみ。
①妊娠を予定または希望する
女性とその夫など
②妊娠中の女性の夫など
場所＝桐生市医師会所属の協
力保険医療機関
助成金額＝麻しん風しん混合

大人の風しん
予防接種費用一部助成

30

場所＝中央公民館天体観測室
と屋上※悪天候の時はプラネ
タリウム室で天文教室を行い
ます。
募集人数＝ 人（先着順）
申し込み＝５月 日（金）か
ら直接または電話で図書館
（☎ ４３４１）１階カウン
ターへ。

桐生からくり人形芝居

絵本の読み聞かせをした後、
絵本を 冊プレゼントします。
▼絵本のプレゼントと読み聞
かせ
対象＝１歳未満または令和３
年度対象者でまだ絵本を引き
換えていない人
期日＝５月 日（水）
時間＝午前 時～ 時 分
場所＝新里総合センター児
童・子育て室
持ち物＝桐生市ブックスター
ト引換券と母子手帳
▼絵本のプレゼントのみ
期間＝火曜日から金曜日まで
（祝日を除く）
時間＝午前９時～午後５時
場所＝図書館、新里図書館
問い合わせ＝図書館（☎ ４
３４１ )

11

43

療育手帳の新規取得、更新
の手続きを行ないます。
期日＝６月９日（木）
時間＝午前 時～午後３時
場所＝保健福祉会館

11

43

13

31

期日＝５月７日（土）・ 日
（土）、６月４日（土）
時間＝午前 時 分～午後３
時※１日５回上演
場所＝桐生からくり人形芝居
館（有鄰館内）
問い合わせ＝観光交流課（☎
内線３６６）

子育て
ＮＰプログラム

21
16

イベント

時間＝午前９時～ 時 分※
売り切れ次第終了
場所＝ＪＲ桐生駅南口
問い合わせ＝観光交流課（☎
図書館のおはなし会
内線３６６）
▼みんなあつまれ あおぞら
ワンコインコンサート
おはなし会
オ
レ
～情熱のフラ
期日＝ 月 日（土）・ 日
メンコギター・デュオ
（木）・ 日（土）
時間＝午前 時から 分程度 コンサート～
※ 月 日（木）は午前 時
期日＝５月 日（木）
分から 分程度
時間＝午前 時 分開演（約
場所＝新川公園（芝生広場）
１時間の公演）
※雨天時は中央公民館４０３
場所＝美喜仁桐生文化会館シ
研修室
ルクホール
問い合わせ＝図書館（☎ ４
出演＝徳永兄弟（フラメンコ
３４１）
ギター・デュオ）
費用＝全席自由５００円
プラネタリウム
問い合わせ＝美喜仁桐生文化
会館（☎ ９９９９）
期日＝５月 日（土）・ 日
（日）・ 日（土）・ 日
八木節交流広場
（日）
時間＝午後２時～２時 分※
期日・場所
開始 分前までに入場
▼５月３日（祝）・４日
場所＝図書館プラネタリウム
（祝）…本町三丁目トポス
室
▼５月５日（祝）・７日
募集人数＝各日 人（先着順） （土）・ 日（日）、６月４
申し込み＝当日、午前９時か
日（土）…あーとほーる鉾座
ら入場券を図書館（☎ ４３
時間＝午前 時～午後３時
４１）１階カウンターで配布。 問い合わせ＝観光交流課（☎
内線３６９）

桐生えきなか市

初夏の天体観察会

10

30

47

30

10

身の回りの悩
みを母親同士で
共有し、解決方
法を見つけてい
く子育て支援プ
ログラムです。
期 日 ＝ ６ 月 ９ 日（ 木 ）・ 日
（ 木 ）・ 日（ 木 ）・ 日（ 木 ）、
月 日（水）・ 日（木）※全
日程の参加が原則です。
時間＝午前 時～正午
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30

30

14
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47
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6

30

期日＝６月 日（土）
時間＝午後６時 分～８時
分

7

11

30

30

20

新鮮な産直野菜や手作り加
工品などを販売します。
期日＝５月８日から６月５日
までの毎週日曜日
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広報きりゅう令和４年５月号 20

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

女

54,699人 （ －198人）

in

20

申し込み＝５月 日（火）か
ら６月 日（木）までに、電
話で健康長寿課（☎内線２６
７）、新里・黒保根保健セン
ターへ。

14

風しん抗体検査
無料クーポン券再送付

20

関連団体からの
お知らせ

21 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

風しん抗体検査を受けてい
ない人にクーポン券を送りま
す。
発送時期＝５月中旬
対象＝昭和 年４月２日～昭
和 年４月１日生まれの男性
のうち、過去にクーポン券を
利用していない人
問い合わせ＝健康長寿課（☎
内線２６７）
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脳いきいき教室

11

は国土交通省渡良瀬川河川事
務所、同事務所のホームペー
ジ、桐生出張所にあります。
問い合わせ＝国土交通省渡良
瀬川河川事務所管理課（☎０
２８４‐７３‐５５５７、ホ
ームページ
https://www.
）
ktr.mlit.go.jp/watarase/
●県営住宅定期入居者募集
対象＝住宅に困っている人※
収入制限などがあります。
申し込み＝６月 日（水）ま
でに申込書を専用封筒に入れ、
郵送で県住宅供給公社へ。申
込用紙は県住宅供給公社桐生
支所（市役所４階）にありま
す。
入居可能日＝入居資格審査が
完了次第、個別に案内します。
問い合わせ＝県住宅供給公社
（☎０２７‐２２３‐５８１
１）

4

46

日

☎♯８０００（短縮）

15

お詫びと訂正
広報きりゅう 月号
ページ「 月から病後児
保育事業の実施場所な
どを変更」において、病
児・病後児保育室はなぞ
のの電話番号に誤りがあ
りました。「☎ ８４６
６」は誤りで、正しくは
「☎ ８１６６」です。
お詫びして訂正します。

4

21

37

期日＝６月９日から７月

までの毎週木曜日
０円※キノピー検診対象者、
時間＝午前 時～ 時 分
歳以上の人は無料
場所＝新里総合福祉センター
▼喀痰細胞診＝７００円※
大会議室
歳以上の人は無料
対象＝市内に居住する 歳以
問い合わせ＝健康長寿課（☎
上の人
内線２６７）
募集人数＝ 人（先着順）
持ち物など＝飲み物、タオル、
筆記用具、マスク着用、動き
やすい服装
イン
申し込み＝５月９日（月）か
●アートカフェ 桐生（大学
ら直接または電話で地域包括
連携事業）
支援センターにいさと（新里
「桐生の自然に気がつい
町新川、☎ ３０３２）へ。
て」と題した、群馬大学名誉
教授の松本英之さんによるお
こころの健康相談
話です。
期日＝５月 日（土）
こころに悩みを抱えている
本人や家族の相談に応じます。 時間＝午後３時～４時 分
場所＝プラスアンカー（本町
期日＝５月 日（火）
六丁目）
時間＝午後２時～３時 分
費用＝１０００円
場所＝保健福祉会館
申し込み＝電話でプラスアン
申し込み＝電話で健康長寿課
カー（☎０８０‐
（☎内線２６ ）へ。
１１５２‐００８
結核・肺がん集団検診
３）または専用申
かくたん
込フォームへ。
問い合わせ＝プラスアンカー、
企画課（☎内線５７７）
●河川愛護モニターの募集
期間＝７月１日～令和 年
月 日
対象＝渡良瀬川、桐生川近隣
に住む 歳以上の人
応募期限＝５月 日（金）※
応募方法については、応募要
綱をご覧ください。応募要項
40

11

胸部レントゲン検査と喀痰
細胞診を行います。生活保護
世帯、市民税非課税世帯の人
は無料となりますので、受付
でお申し出ください。
期日＝６月８日（水）
場所＝東公民館（東五丁目）
対象＝ 歳以上の人
持ち物＝受診券
費用
▼胸部レントゲン検査＝５０

46

10

（ ）内は前月比

30

休日や夜間（翌朝８時まで）に子
どもが急に具合が悪くなったとき、
相談に応じます。

（ＭＲ）ワクチン…５０００
円、風しん単独ワクチン…３
０００円
申し込み＝申込書を直接また
は郵送で健康長寿課（市役所
１階、〒３７６‐８５０１桐
生市役所、☎内線２６７）、
新里・黒保根保健センターへ。

50,957人 （ －170人）

54

子ども医療電話相談

プレわたらせ健康診査

49,378世帯 （ －3世帯）
世帯

30

6

身体計測、内科診察、血圧
測定、尿検査、血液検査を行
います。
期間＝６月１日（水）～ 月
日（月）
場所＝登録保険医療機関
対象＝昭和 年４月２日から
平成 年４月１日までに生ま
れた人で、事業所健診などを
受けない人
費用＝５００円

男

58

105,656人 （ －368人）

15

人口

31

人口と世帯（３月 31 日現在）

