くらしガイド

お知らせ

対象＝中学校を卒業した人※
監視員は、 メートル以上泳
げる人
時給＝９００円
募集人数＝プール監視員…
人、受付業務…５人
申し込み＝６月 日（金）ま
でに、履歴書（顔写真添付）
を直接桐生ガススポーツセン
ター（☎ ２３６２）へ。

年金手帳が基礎年金番号
通知書に変わりました

10

令和４年４月１日から、
歳に到達した人や新規で年金
に加入した人には、基礎年金
番号通知書が発行されていま
す。すでに年金手帳を持って
いる人はそのまま使用できま
すが、再発行する場合は新た
に基礎年金番号通知書が交付
されます。
問い合わせ＝桐生年金事務所
（☎ ２３１１）、市民課
（☎内線２７３）

当たりの保険料が 円割引に
なる当月末口座振替の「早
割」がお得です。まとめて前
納すると、さらにお得な制度
もあります。
問い合わせ＝桐生年金事務所
（☎ ２３１１）、市民課
（☎内線２７３）

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。
▼市役所玄関ロビー
期日＝６月９日（木）・ 日
（木）
時間＝午前 時～午後１時
分
問い合わせ＝福祉課（☎内線
３９８）

球都桐生野球史展示会
出展資料募集
令和３年度に開催を中止し
た市制施行１００周年・水道
創設 周年記念事業「球都桐
生野球史展示会」を８月に開
催するため、市の野球に関す
る資料を募集します。
受付方法＝６月 日（木）ま
でに受付用紙に必要事項を記
入し、直接または郵送（当日
消印有効）で、スポーツ・文
化振興課（市役所７階、〒３
７６‐８５０１桐生市役所、
☎内線６５７）へ。受付用紙
は同課、総合案内所（市役所

１階）、新里・黒保根支所、
市ホームページにあります。

令和５年４月１日採用
桐生厚生総合病院
職員募集

看護師を 人程度、薬剤師
を若干人募集します。
申し込み＝６月 日（金）ま
でに、申込書を直接（土・日
曜日を除く午前９時から午後
５時まで）または郵送（必
着）で桐生厚生総合病院総務
課（病院２階、〒３７６‐０
０２４織姫町６‐３）へ。申
込用紙は、同課と病院ホーム
ページにあります。詳しくは、
病院ホームページでご確認く
ださい。
問い合わせ＝桐生厚生総合病
院総務課（☎ ７１６３）

24

傍聴できます
教育委員会定例会
期日＝６月 日（金）
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
場所＝美喜仁桐生文化会館国
際会議室
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

52

国民年金保険料
納め忘れはありませんか

11

25

20

10

８月 日（土）に桐生・み
どり合同シンポジウムを開催
します。
内容＝①講演「桐生厚生総合
病院の現状と課題」②意見交
換「病院の将来を市民ととも
に考える」
▼質問募集
②の実施にあたり、事前に
質問を募集します。
質問応募方法＝７月 日
（土）までに、Ｅメールで

桐生・みどり合同シンポ
ジウム事前質問募集

44

市民プールオープン
期間＝７月２日（土）～８月
日（日）
時間＝午前 時～午後５時
費用＝大人３８０円、高校生
１４０円（生徒手帳の提示が
必要）、中学生以下 円※７
月２日（土）は無料
問い合わせ＝市民プール（☎
８８３０）※７月１日
（金）までは桐生ガススポー
ツセンター（市民体育館、☎
２３６２）
44

保険料を未納のままにして
しまうと、将来受ける年金が
少なくなる場合や、年金が受
け取れなくなる場合があるほ
か、障害年金や遺族年金が受
けられなくなる場合がありま
す。
保険料の納付には、１か月

20

23
30

45

70

市民プールアルバイトを
募集します

30

50

30

10

10

44

90

30

期間＝７月２日（土）～８月
日（日）
時間＝午前９時 分～午後５
時 分

30

28

53

52

28

30

広告

広報きりゅう令和４年６月号 14

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。
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10

30

10

ども会・育成会会員
申し込み＝６月 日（木）ま
でに、地元の子ども会・育成
会役員へ。
問い合わせ＝青少年課（☎
２１８４）

47

駆除を実施する前に、環境
課または新里・黒保根支所市
民生活課へご連絡ください。
対象＝市内に一般住宅または
併用住宅を所有する人（同一
年度内に１回）
自己負担額＝巣１個あたり６
５００円※特別な作業が必要
な場合は別途自己負担
申込期限＝ 月 日（金）
問い合わせ＝環境課（☎内線
３１８・３２０）

スズメバチの巣駆除費の
一部を補助

30

日本赤十字社（日赤）のさ
まざまな人道的支援は、皆さ
んからの活動資金によって支
えられています。
桐生地区では、令和３年度
１１１５万８６９４円の活動
資金が集まりました。ご協力
ありがとうございました。
今後とも、皆さんのご支援
をお願いします。
問い合わせ＝日赤桐生市地区
事務局（福祉課内、☎内線２
７１）

日赤活動資金にご協力を

23

38

臨海子ども会参加者募集

12

13

27

期日＝７月 日（土）・ 日
（日）※両日とも日帰り
場所＝河原子海水浴場（茨城
県日立市）
対象＝小学校３年生以上の子

広告

15 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

31

44

子どもへの身体的虐待、心理的虐待、
育児放棄、性的虐待など、虐待かもと
思ったら児童相談所全国共通ダイヤル
（☎ 189）または子育て相談課（☎ 43
‐2000）に通告、相談をしてください。

47

24

小学生の消防署体験入署

24

6

23

15

3

期日＝７月 日（金）※雨天
決行
時間＝午前９時～ 時 分
場所＝桐生消防署（元宿町）
対象＝桐生・みどり市の小学
校４年生から６年生まで
募集人数＝ 人（抽せん）
申し込み＝６月 日（金）か
ら 日（金）までに、はがき
29

30

期間＝９月７日（水）～９日
（金）
場所＝東京ビッグサイト
募集数＝７社（抽せん）※新
規申込企業を優先
対象＝市内に本社または製造
拠点を置き、「産地ブランド
の服飾展」に該当する商品を
製造する企業
費用＝ 万円
申し込み＝ 月 日（月）ま
でに、申込書を直接商工振興
課（市役所３階）へ。申請用
紙は同課と市ホームページに
あります。
問い合わせ＝商工振興課（☎
内線５８２）

問い合わせ＝各制度融資取扱
桐生厚生総合病院地域医療
に①消防署体験入署希望②住
金融機関、商工振興課（☎内
連携室（
所・氏名（ふりがな）・年
renkei01@kosei線５６３）
）
齢・性別③学校名・学年④保
hospital.kiryu.gunma.jp
へ。
護者氏名・電話番号を記入し、
問い合わせ＝桐生厚生総合病 オープンファクトリー
郵送（当日消印有効）で桐生
院地域医療連携室（☎ ７１ 支援事業補助金
消防署消防課（〒３７６‐０
５０）
補助金額＝対象経費の２分の
０２７元宿町 ‐ 、☎ １
１以内で最大３万円
７０５）へ。※応募は、はが
季節資金（夏季）を
対象＝市内に１年以上事業所
き１枚につき１人まで
ご利用ください
を
置
く
中
小
企
業
（
製
造
業
）
で
、
東京インターナショナル
市税を滞納していないもの
対象＝市内に店舗、工場、事
対象経費＝事業の実施にあた ギフトショー出展者募集
務所などを持ち、同一業種を
り支払った費用
１年以上継続している事業者
対象要件＝地場産業の製造工
限度額＝１０００万円
程を公開し、来場者が見学と
年利＝１・５パーセント以内
体験ができ、広告媒体を活用
融資期間＝６か月以内
して広く周知する事業
返済方法＝分割または一括返
募集件数＝予算の範囲内（先
済
着順）
申し込み＝８月 日（水）ま
申し込み＝６月 日（水）か
でに各制度融資取扱金融機関
ら申請書と添付書類を直接商
へ。
工振興課（市役所 階、☎内
線５６４）へ。申請用紙とパ
ンフレットは、同課と市ホー
ムページにあります。

虐待かも…と思ったら

☎１８９（いち・はや・く）

くらしガイド

②ラベルに記載された使用方
特別職報酬等審議会
法や注意事項に従う
委員を募集します
③強風の日は使用しない
④屋外に人のいない早朝に実
市長・副市長・教育長の給
施する
料の額と市議会議員の議員報
⑤事前に近隣住民などに十分
酬・政務活動費の額について
周知する
審議する委員を募集します。
⑥立て看板の表示、立入制限
対象＝市内に居住する 歳以
範囲の設定などを行い、散
上の人で、他の審議会などの
布時や散布直後に、農薬使
委員でなく、本市市議会議
用者以外の者が散布区域内
員・本市職員の配偶者または
に立ち入らないよう措置す
２親等以内の親族でない人
る
募集人数＝構成委員 人のう
問い合わせ＝農林振興課（☎
ち２人以内（審査あり）
内線５６９）
任期＝委嘱の日から答申の日
までのおおむね４か月間
申し込み＝６月 日（月）ま 「ニッポンの神業ミュー
でに、申込書を直接または郵 ジアム」をオープン
送（必着）、Ｅメールで人材
ＢＳ日テレの特別番組「発
育成課（市役所３階、〒３７
見!ニッポンの神業スペシャ
６‐８５０１桐生市役所、
ル 未来に繋ぐ伝統のチカ
）へ。 ラ」の連動企画として、「ニ
jinzai@city.kiryu.lg.jp
ッポンの神業ミュージアム」
申込用紙は同課と市ホームペ
を開設します。
ージにあります。
このミュージアムでは桐生
住宅地での農薬・除草剤 織をはじめ、番組で紹介した
の飛散防止にご協力を
日本が世界に誇る高度な技術
を“ニッポンの神業”として
一般に公開し、実際に体験す
ることができます。
期間＝６月 日（土）～ 月
６日（日）
ギ
ャ
ラ
リ
ー
場所＝Gallery禅林
（本町四丁目）
問い合わせ＝魅力発信課（☎
内線５０７）
住民への健康被害を防ぐた
め、住宅地などに隣接した農
地、家庭菜園ではできるだけ
農薬の使用を控えてください。
やむを得ず散布する場合は、
次のことに注意してください。
①病害虫の早期発見・駆除で、
農薬の散布回数と量を少な
くする

施設サービス利用時の食
費・居住費を軽減します
介護保険で施設サービスや
短期入所サービスを利用する
際に自己負担となる食費や居
住費について、次の要件を全
て満たす人は、負担限度額ま
で自己負担が軽減されます。
①世帯全員（施設入所などで
世帯分離をしている配偶者
や内縁関係の人がいる場合
も含む）が市民税非課税で
ある
②本人と配偶者（内縁関係の
人を含む）が所有する貯金
額などの資産金額が２００
０万円以下（配偶者がいな
い人は１０００万円以下）
である。※収入によって上
限額が異なります。
▼申請方法
対象者には「介護保険負担
限度額認定証」を交付します
ので、申請手続きをしてくだ
さい。
手続き＝介護保険被保険者証、
本人と配偶者の資産が分かる
物（通帳や有価証券など）の
写し、マイナンバーカードま
たは通知カードと本人確認書
類を持って、直接健康長寿課
（市役所 階）または新里・
黒保根支所市民生活課へ。
▼更新方法
すでに介護保険負担限度額

認定証を持っている人は 月
日で有効期限となるため、
更新手続きが必要です。該当
する人には７月上旬までに更
新申請書類を郵送します。
手続き＝８月 日（水）まで
に、必要書類を直接または郵
送（必着）で、同課または新
里・黒保根支所市民生活課へ。
問い合わせ＝健康長寿課（☎
内線３９０～３９３）
31

令和５年度に使用する教科
書の見本を展示します。
期間＝６月 日（金）～ 日
（木）
時間＝午前９時～午後５時※
最終日は午後４時まで
場所＝教育研究所（堤町一丁
目）
問い合わせ＝教育委員会学校
教育課（☎内線６４７）

教科用図書の展示会

31

後期高齢者医療被保険者証、
国民健康保険被保険者証、国
民健康保険高齢受給者証の引
き続き対象となる人には、そ
れぞれ新しい有効期限のもの
を７月中旬に郵送します。希
望者には簡易書留での郵送も
可能です。
申し込み＝簡易書留での郵送
を希望する人は、６月 日

各種被保険者証などは
簡易書留で郵送できます
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広報きりゅう令和４年６月号 16

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。

幼虫が樹木（桜、梅、桃、
スモモなど）の内部を食べて
成長するため、食害が進むと
木が枯れたり倒れたりします。
幼虫の侵入が疑われる木を
見つけた場合は、公園緑地課
までご連絡ください。また、
成虫を見つけた場合は捕殺し
てください。詳しくは市ホー
ムページ、群馬県自然環境課
ホームページをご覧ください。

（木）まで（土・日曜日を除
や勧告などの権限を有する
新里支所市民生活課（☎ ２
○オオキンケイギク
く）に、電話で、後期高齢者
通報
２１２）へ。申込用紙と案内
医療被保険者証は医療保険課
通報方法＝通報書を直接また
書は、同課と市ホームページ
医療助成係（☎内線２７２）、 は郵送、Ｅメールで市民相談
にあります。
国民健康保険被保険者証・国
情報課（市役所２階、〒３７
秋の「優良自動車運転者
民健康保険高齢受給者証は同
６‐８５０１桐生市役所、
表彰」を受け付けます
課国保係（☎内線２５６）へ。
shiminsodan@city.kiryu.
、 ☎ 内 線 ４７ ２） へ 。
５年以上、無事故無違反の
見つけたら根ごと抜きとり、
lg.jp
宅配便でパソコン・小型 通報
用紙は、同課と市ホーム
人は、次の要領で申請してく
ごみ袋に入れて枯れさせてか
家電を回収します
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
ださい。表彰種別は次のとお
ら、燃えるごみとして出して
りです。※①は地区表彰、②
市ではリネットジャパンリ
ください。詳しくは市ホーム
～⑥は県表彰
サイクル株式会社と協定を締 特定外来生物の駆除に
ページをご覧ください。
①銅章… 年以上無事故無違
結し、家庭で不要となったパ ご協力を
反の人
ソコンと小型家電を宅配便で
特定外来生物は飼育、栽培、 図書館の休館
②銀章… 年以上無事故無違
回収しています。
販売などが禁止されています。
図書館と新里図書館は資料
反で銅章を受けている人
費用＝１箱（縦・横・高さの
見つけたら駆除するか、公園
点検のため、 月 日（月）か
③金章… 年以上無事故無違
合計が１４０センチメートル
緑地課（市役所５階、☎内線
ら 日（火）まで休館します。
反で銀章を受けている人
以内、重さ キログラム以
７６５）まで情報提供をお願
この期間中の図書の返却は、
④金冠銀章… 年以上無事故
内）１６５０円。※パソコン
いします。
両図書館の閉館時間用返却口
無違反で金章を受けている
がある場合、１箱分の回収料
○クビアカツヤカミキリ
にお願いします。
人
金は無料。詳しくは同社のホ
問い合わせ＝図書館（☎ ４
④金冠金章… 年以上無事故
ームページをご覧ください。
３４１）
無違反で金冠銀章を受けて
問い合わせ＝清掃センター
市有地を売却します
いる人
（☎ １０１４）
⑥旭日金冠章… 年以上無事
所在地＝新里町板橋９８１‐
公益通報（外部通報）の
故無違反で金冠金章を受け
窓口を設置
ている人
申請方法＝７月 日（金）ま
でに、申請書に無事故無違反
証明書（６月１日以降に発行
のもの）を添えて、直接、桐
生交通安全協会（清瀬町）へ。
無事故無違反証明書の申請代
行を希望する人は、交付手数
料６７０円、運転免許証、印
を同協会に持参してください。
20

市では、外部の労働者など
からの通報や相談を受け付け
る窓口を設置しました。
対象＝次の両条件を満たすも
の
①通報者の勤務先での刑事罰
などの対象になる不正に関
する通報
②市が通報内容に対して処分

6

13

55

47

用途地域＝指定なし
地目＝雑種地※現状山林
地積＝３９７０平方メートル
（約１２００・９２坪）
最低入札価格＝ 万３０００
円
売却方法＝入札
申し込み＝６月７日（火）か
ら 日（月）まで（土・日曜
日を除く）に、申請書を直接

28

5

10

15

広告

問い合わせ＝桐生交通安全協
会（☎ ９３００）、地域づ
くり課（☎内線４６５）

12 10

農業後継者に奨励金

対象＝１年以内に親元に就農
した 歳未満の人で、家族農
業経営協定を締結し、農業次
世代人材投資資金を利用して
いない人
奨励金額＝ 万円※１回限り
申し込み＝ 月 日（水）ま
でに、申請書を直接農業委員
会（市役所３階、☎内線５７
０）へ。申請用紙は同委員会、
新里・黒保根支所地域振興整
備課にあります。

17 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

44

50

20

30

40

15

21

50

20

74

74

くらしガイド

講座

キ

ャ

supotsubunka@city.kiryu.
）へ。申込用紙は同課、
lg.jp
市ホームページ、市内各小学
校にあります。
問い合わせ＝スポーツ・文化
振興課（☎内線６５８）

自然観察の森行事

広報きりゅう令和４年６月号 18

ド

申込締切＝７月８日（金）
▼パソコンステップアップサ
ポート
①ワード基礎②エクセル基
礎③パワーポイント入門コー
スを選択できます。
期日＝７月 日から 月 日
までの毎週月曜日
時間＝午前 時～正午
対象＝簡単な文字入力やマウ
ス操作ができる人
募集人数＝ 人（抽せん）
費用＝①②は９９００円、③
は９０２０円
申込締切＝ 月 日（木）

小学生ナイター陸上競技
教室

けがや虫刺され予防のため、
長袖、長ズボンなどで参加し
てください。
問い合わせ＝自然観察の森
（☎ ６９０１）※毎週火曜
日と６月８日（水）を除く
①アブラムシの調べ方講座～
初夏編～
期日＝６月 日（日）
時間＝午前 時～午後３時
場所＝自然観察の森
申込開始日＝６月９日（木）
募集人数＝ 人（先着順）
②ヘビと仲良くなろう
期日＝７月９日（土）
時間＝午前 時～正午
場所＝自然観察の森
申込開始日＝６月９日（木）
募集人数＝ 人（先着順）
③ヘイケボタル観察会
期日＝７月 日（金）・ 日
（土）・ 日（日）
時間＝午後７時 分～８時
分
集合場所＝自然観察の森駐車
場
申込開始日＝６月 日（金）
募集人数＝各日 人（先着順）

16

30

11

期間＝７月 日（金）～ 日
（金）※土・日曜日を除く
時間＝午後６時～８時
場所＝森エンジニアリング桐
生スタジアム（陸上競技場）
対象＝桐生市とみどり市の小
学校４～６年生
募集人数＝３００人（先着順）
費用＝５００円
申し込み＝６月 日（月）か
ら 日（金）まで（土・日曜
日を除く午前９時～午後５
時）に、参加申込書を直接ま
たは郵送（必着）、ファクシ
ミリ、Ｅメールでスポーツ・
文化振興課（市役所７階、〒
３７６‐８５０１桐生市役
所、ファクシミリ １００１、

30

24

20

10 26

10

10

20

15

17

10

11

申し込み＝電話で職業訓練セ
ンター（☎ ２１０１）へ。
※土、日、祝日を除く
モ
ス
▼ＭＯＳ試験対応エクセル講
座
期日＝７月 日から 月 日
までの毎週水曜日
時間＝午後６時 分～８時
分
対象＝エクセルの基本操作が
できる人
募集人数＝ 人（抽せん）
費用＝１万５５１０円
申込締切＝６月 日（月）
▼エクセルⅤＢＡ講座 プロ
グラミング入門
期日＝７月 日から令和５年
１月 日までの毎週火曜日
時間＝午後６時 分～８時
分
対象＝エクセルの応用機能が
使える人
募集人数＝ 人（抽せん）
費用＝３万５５００円
申込締切＝６月 日（火）

65

25

10

22
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15
30
30

30

30
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14

20
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22

20

28

20

21

29

30

30

30

16

32

24

18

30

27

30

28

6

22

24

本文
募集人数＝親子 組（先着順） ▼ 建 築 Ｃ Ａ Ｄ 講 座 基 礎 ・ 実
費用＝高校生以上２５００円、 践編（ＪＷ‐ＣＡＤを使用）
小・中学生２０００円、３歳
期日＝７月 日から９月 日
以上の未就学児５００円
までの毎週木曜日
生き生き市役所出前講座
申
し
込
み
＝
６
月
日
（
土
）
か
ら
時間＝午後６時 分～８時
日（ 金 ）ま で（ 日・ 月 曜 日 を
分
講座のメニューは、市ホー
ムページなどをご覧ください。 除く午前９時～午後４時）に、 対象＝パソコンの基本操作が
電話で青少年野外活動センタ
できる人
対象＝市内に居住・勤務・通
ー（☎ ２６４４）へ。
募集人数＝ 人（抽せん）
学する 人以上のグループ
費用＝１万７２８０円
時間＝午前９時～午後９時
申込締切＝６月 日（木）
場所＝グループが用意した場 職業訓練センターの講座
▼登録販売者試験対応 登録
所
販売者講座
申し込み＝申込書を直接生涯
期日＝７月 日から 月 日
学習課（市役所４階、☎内線
までの毎週木曜日
６５１）へ。申込用紙は、同
時間＝午前 時～正午
課、各公民館、市ホームペー
募集人数＝ 人（抽せん）
ジにあります。
費用＝２万８６００円
認知症サポーター
申込締切＝７月１日（金）
養成講座
▼エクセル講座
期日＝７月 日から９月 日
対象＝市内に居住・勤務・通
までの毎週金曜日
学する 人以上のグループ
時間＝午後２時～４時
申し込み＝「生き生き市役所
対象＝簡単な文字入力やマウ
出前講座」のメニューにある
ス操作ができる人
「認知症を正しく知ろう」を
募集人数＝ 人（抽せん）
選んで申込用紙に記入し、直
費用＝１万３２００円
接生涯学習課（市役所４階）
申込締切＝７月１日（金）
へ。※オンライン講座も可能
▼日商簿記３級講座（検定対
問い合わせ＝健康長寿課（☎
策補習付）
内線５８８）
期日＝７月 日から令和５年
夏の親子キャンプ教室
１月 日までの毎週木曜日
時間＝午後６時 分～８時
分
募集人数＝ 人（抽せん）
費用＝２万１４５０円
10

期日・時間＝７月９日（土）
午前 時～ 日（日）正午
場所＝青少年野外活動センタ
ー

24

54

13

20

19

10

30

13

43

10

10

10

26

12

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。

④森と生きもの親子教室（夏
実習を行います。
の虫）
期 日 ＝ ７ 月 日（ 月 ）・ 日
期日＝７月 日（日）
（水）、８月１日（月）
・３日（水）
時間＝午前９時 分～正午
時間＝午後１時 分～３時
集合場所＝自然観察の森駐車
分
場
場所＝美喜仁桐生文化会館第
申込開始日＝６月 日（金）
１会議研修室（４階）
募集人数＝小学生以上の子ど
対象＝県内に居住する 歳以
もと保護者５組（先着順）
上の人で、全日程を受講でき、
⑤夜の生き物観察会
自分のスマートフォンでイン
期日＝７月 日（土）
ターネット検索ができる人
時間＝午後７時～８時 分
募集人数＝ 人（抽せん）
場所＝自然観察の森
費用＝各日５００円
申込開始日＝６月 日（金）
申し込み＝７月 日（月）ま
募集人数＝５グループ（先着
でに、電話で群馬県長寿社会
順）※中学生以下は保護者の
づくり財団（☎０２７‐２５
付き添いが必要
５‐６５１１）へ。
⑥夏休みこども自然教室
問い合わせ＝健康長寿課（☎
期日・対象＝７ 月 日（月）・ 内線５８８）
小学校１～２年生／７月 日
にっこり楽々教室
（水）・小学校３年生／７月
日（木）・小学校４年生／ 月
対象＝市内に居住する 歳以
日（金）・小学校５年生／７
上の人※風邪の症状がある場
月 日（土）・小学校６年生
合は参加できません
時間＝７月 日（月）は午前９
募集人数＝ 人（先着順）
時 分～正午、 月 日（水） 持ち物＝飲み物、汗拭きタオ
～ 日（土）は午前９時～正午
ル、室内運動靴、筆記用具
場所＝自然観察の森
申し込み＝ 月 日（火）か
申込開始日＝ 月 日（金）
ら直接または電話で、健康長
募集人数＝各学年 人（先着
寿課（市役所１階、☎内線５
順）
８８）へ。
①グレイス広沢（広沢町六丁
アクティブシニアの
目）
ＳＮＳ活用講座
期日＝ 月 日（月）・ 日
ラ
イ
ン
ズ
ー
ム
（木）、 月 日（月）・
Ｌ
｢ Ｉ Ｎ Ｅ 、 Ｚｏ ｏ ｍ を 始
めてみよう！ と
｣ 題 し た 講 義 、 日（木）・ 日（木）
6

30

14

軟式野球

小倉クラッチ・スタ
ジアム（桐生球場）

10月９日（日）

相生庭球コート

還暦野球

11月４日（金）・７日
小倉クラッチ・スタ
（月）・８日（火）・９
ジアム
日（水）・10日（木）

ボウリング

11月27日（日）

桐生スターレーン

イベント

テニス

30

桐生球場附属球場、
市民広場、新里補助
グラウンド

えきなか市

▼６月例会（ピアノ演奏など）
期日＝ 月 日（水）
時間＝午後 時 分開演
▼吹奏楽特集
期日＝ 月 日（土）
時間＝午後１時開演
出演＝中央・清流・相生・広
沢・新里中学校の生徒

からくり人形芝居

30

期日＝６月 日（土）、７月
２日（土）
時間＝午前 時 分～午後３
時※１日５回上演
場所＝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）

19 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

6 15

2

9月25日（日）、
10月２日（日）

期日＝６月 日から７月３日
までの毎週日曜日
時間＝午前９時～ 時 分
※売り切れ次第終了
場所＝Ｊ Ｒ桐生駅南口
問い合わせ＝観光交流課（☎
内線３６６）

相生庭球コート

18

ソフトボール

水曜プロムナードコン
サート

ソフトテニス ８月28日（日）

10

小倉クラッチ・スタ
ジアム、広沢球場

30

桐生ガススポーツセ
ンター

6

９月11日（日）
～10月９日（日）

11

バドミントン ７月31日（日）

7

軟式野球

12

北体育館

７月３日（日）
・10日（日）
バレーボール

23
11月26日（土）
～12月10日（土）

場所＝中央公民館市民ホール
問い合わせ＝中央公民館（☎
４３４３）

●市長杯スポーツ交流会（大人）

25
30

7

桐生ガススポーツセン
ター（市民体育館）

30

７月３日（日）

47

桐生ガススポーツセ
ンター
ミニバスケッ 12月17日（土）
トボール男女 ・18日（日）

場所
期日・期間
競技

期日・期間
競技

11

剣道

10

20

25

場所

10

●市長杯少年少女スポーツ交流会（小学生）

6

問い合わせ＝スポーツ・文化振興課（☎内線657）

時間＝午前 時～正午
内容＝ノルディックウォーキ
ングなど※貴重品を入れるリ
ュックサックを持参
ヴ ィ ー
②ペアーレ桐生ⅤＩＥ（宮前
町）
期日＝ 月 日から７月 日
までの毎週月曜日※祝日を除
く
時間＝午後３時～４時 分
内容＝ストレッチ、体操など
※ストレッチ用マットを持参
③トレーニングハウスＲ（新
里町）
期日＝６月 日から 月 日
までの毎週土曜日
時間＝午前 時～ 時 分
内容＝ストレッチ、体操など

市長杯スポーツ交流大会

30

11

7

27

60

65
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28

25

20

15

6

20

4

21

7

27

30

27

7

30

24

24

25

7

20 1

17

30

25

7

29

30

30 30
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２３９９）
期日＝ 月 日（土）
（☎ ２００９）へ。
八木節交流広場
時間＝午前 時から 分程度
▼第１回＝歯科衛生士などの
対象＝小学生以上
講話、希望者への助産師相談
期日＝６月 日（日）、７月
申し込み＝ 月 日（金）ま
など
２日（土）
でに、直接または電話、Ｅメ
期日＝７月５日（火）
時間＝午前 時～午後３時
ールで図書館（☎ ４３４
時間＝午後１時 分～５時
場所＝あーとほーる鉾座
ブックスタート
１、
▼第２回＝赤ちゃんのおふろ
問い合わせ＝観光交流課（☎
toshokan@city.kiryu.
内線３６９）
）へ。Ｅメールの場合
絵本の読み聞かせをした後、 など
lg.jp
は参加者全員の氏名、日中連
絵本を２冊プレゼントします。 期日＝７月９日（土）
プラネタリウム
時間＝午前９時～正午
絡
の
取
れ
る
電
話
番
号
、
当
日
使
▼絵本のプレゼントと読み聞
用する機器のメールアドレス
かせ
期 日 ＝ ６ 月 日（ 土 ）・ 日
を記入してください。
対象＝ 歳未満または令和３ 不妊・不育症治療費の
（日）・ 日（土）・ 日（日）
年度対象者でまだ絵本を引き 一部を助成
時間＝午後２時～２時 分※
し
ょ
う
ぶ
花菖蒲まつり
換えていない人
開始 分前までに入場
期日＝６月 日（水）
場所＝図書館プラネタリウム
時間＝午前 時～ 時 分
室
場所＝中央公民館４０３研修
募集人数＝各日 人（先着順）
室
申し込み＝当日、午前９時か
持ち物＝桐生市ブックスター
ら入場券を図書館（☎ ４３
ト引換券と母子手帳
４１）１階カウンターで配布
▼絵本のプレゼントのみ
図書館のおはなし会
期間＝火曜日から金曜日まで
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 )
▼みんなあつまれ あおぞら
おはなし会
期日＝６月 日（土）
時間＝午前 時から 分程度
場所＝新川公園（芝生広場）
※雨天時は中央公民館４０３
研修室
▼えほんはともだち図書館お
はなし会
期日＝６月 日（土）
時間＝午前 時から 分程度
場所＝新里図書館お話の部屋
▼桐生の民話をオンラインで
聞いてみよう
30

19

期間＝ 月 日（土）～ 日
（日）
時間＝午前８時 分～午後５
時
場所＝吾妻公園花菖蒲園
▼あやめ茶会
期日＝６月 日（日）
時間＝午前 時～午後３時
かん が てい
場所＝吾妻公園閑雅亭
費用＝５００円
問い合わせ＝吾妻公園（☎
８６３６）

両保健センター、市ホームペ
ージにあります。
問い合わせ＝子育て相談課
（☎ ２００３）、新里保健
センター（☎ ５５５０）、
黒保根保健センター（☎ ２
２６６）

発達相談会

96

歳から中学生までの発達
相談に応じます。
期日＝７月４日（月）・８日
（金）・９日（土）・ 日
（月）・ 日（月）・ 日
（木）
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。

74

28 11

療育手帳の新規取得、更新
の手続きを行います。
期日＝７月 日（木）
時間＝午前 時～午後３時
場所＝保健福祉会館（末広町）
申し込み＝子育て相談課（☎
２０００）へ。

東部児童相談所巡回相談

30

子育て

1

ママ＆パパ教室

25

健康

相談日と時間は申し込み時

なんでも栄養相談

10 14

30

47

企画展「桐生はアート
でできている」

43

43

31

15

1 10

対象＝市内に１年以上居住す
る、医療保険に加入し、市税
などの滞納がない法律上の夫
婦
治療期間＝４月１日～令和５
年３月 日
●不妊治療費助成金
助成額＝保険診療一部負担金
と保険適用外医療費の２分の
１で、上限 万円。県の助成
を受けた場合は、対象医療費
総額から県の助成額を差し引
いた額の２分の１で上限 万
円。申請は同じ年度内で 回。
●不育症治療費助成金
助成額＝保険診療一部負担金
と保険適用外医療費の２分の
１で、上限 万円。申請は、
同じ年度内で１回。
申し込み＝申請書を直接子育
て相談課（保健福祉会館１
階）または新里・黒保根保健
センターへ。申請用紙は同課、

43

4

43

30

47

10

30

11 11

6

4

10 19

44

場所＝保健福祉会館
対象＝９月、 月、 月出産
予定の妊婦と夫
募集人数＝ 組（先着順）
持ち物＝母子健康手帳、筆記
用具、健康チェックシート
申し込み＝各回の１週間前ま
でに、電話で子育て相談課

11

11

6

6

期間＝６月４日（土）～ 月
２日（日）
時間＝午前９時～午後５時
場所＝絹撚記念館２階
費用＝大人１５０円、小人
円
問い合わせ＝絹撚記念館（☎

10

20

10 15

10

12

20

12

40

47

19

10

11

11 25

11 11

22

10
50

26

30

25

10

広報きりゅう令和４年６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。

また、チェックシートは健康
問い合わせ＝群馬労働局総務
に案内します。
長寿課（市役所１階）、各地
部労働保険徴収室（☎０２７
時間＝午前８時 分～午後５
域包括支援センター、市ホー
‐８９６‐４７３４）、労働
時
ムページにあります。
基準監督署（☎ ３５２３）、
場所＝健康長寿課（市役所１
受付期間＝ 月から 月まで
公共職業安定所（☎ ８６０
階）
問い合わせ＝健康長寿課（☎
９）
対象＝市内に居住する 歳以
イン
内線５８８）
●サイエンスカフェ 桐生
上の人
（大学連携事業）
申し込み＝電話で健康長寿課
精神保健福祉相談
「機械の安全を考える」と
（☎内線２６８）へ。
題した、元・群馬大学の安藤
期日＝毎月第２木曜日
口から健康プログラム
嘉則さんのお話です。
時間＝午前 時～正午
期日＝６月 日（土）
場所＝桐生保健福祉事務所
口の働きを維持するための
時間＝午後３時～４時 分
（相生町二丁目）
知識と技術を身につけます。
場所＝プラスアンカー（本町
申し込み＝電話で桐生保健福
対象＝市内に居住する 歳以
祉事務所（☎ ４１３１）へ。 六丁目）
上の人のうちチェックシート
費用＝１０００円
で 項目以上に該当する人
申し込み＝電話でプラスアン
申し込み＝チェックシートを
カー（☎０８０‐
記入し、該当した場合は登録
１１５２‐００８
歯科医院などで予約してくだ
３）または専用申
●労働保険の年度更新
さい。登録歯科医院は市ホー
込フォームへ。
ムページで確認してください。 申請締切＝７月 日（月）
問い合わせ＝プラスアンカー、
企画課（☎内線５７７）
●介護支援専門員実務研修受
講試験
期日＝ 月９日（日）
申し込み＝６月 日（木）ま
でに、受験申込書などを簡易
書留（当日消印有効）で県社
会福祉協議会福祉人材課（前
橋市新前橋町 ‐ 、☎０２
７‐２８０‐４１０７）へ。
試験案内は、桐生保健福祉事
務所、健康長寿課（市役所１
階）、新里・黒保根支所で配
布しています。
105,568人 （ －88人）
男

50,911人 （ －46人）
女

54,657人 （ －42人）
（ ）内は前月比

40歳以上

マンモグラフィ
検査

内診、子宮頸部
の細胞診

胃バリウム検査

①胸部レントゲン検
かくたん
査、②喀痰細胞診検
査

①40歳と65歳以上、
費用無料
40歳と70歳以上 20歳と70歳以上 40歳と70歳以上
②70歳以上
対象者

21 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）

‐２６３‐１１５６）へ。
●ダメ。ゼッタイ。 普及運動
６月 日から７月 日まで
は「ダメ。ゼッタイ。」普及
運動実施期間です。薬物乱用
問題に関する周知・啓発活動
を行っています。
問い合わせ＝桐生保健福祉事
務所（☎ ４１３１）

40歳以上

19

６月27日（月）・28日（火）保健 ７月7日（木）保 ６月22日（水）北
公民館、6月24日
期日・場所 福祉会館、7月8日（金）総合福祉 健福祉会館
（金）相生公民館
センター（新宿三丁目）

53

22

in

30

20

午前9時～11時30分

受付時間 申し込み後、郵送で個別に案内

①500円、②700円

1,000円

1,100円

1,000円

費用

20歳以上

検診内容

40歳以上

対象者

けい

12

☎♯８０００（短縮）

結核・肺がん検診

胃がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

44

30

12

11

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。

●自死遺族相談
期日＝毎月第１木曜日
時間＝午後１時 分から
場所＝群馬県こころの健康セ
ンター（前橋市野中町）
対象＝ご家族などを自死で亡
くされた人
申し込み＝電話で群馬県ここ
ろの健康センター（☎０２７

（集団）

30

下表の期日・場所で実施します。生活保護世帯、市民税
非課税世帯の人は無料です。
申し込み＝「各種がん検診日程と受け方」２ページの申込
書を、希望する受診日の３週間前までに郵送してください。
問い合わせ＝健康長寿課（☎内線269）

がん検診

11

13

6

10

53

関連団体からの
お知らせ

子ども医療電話相談

18

65

49,465世帯 （＋87世帯）
世帯

30

人口

1

人口と世帯（４月 30 日現在）

10

