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第38回新里まつり
８月15日（月）に一部開催

　第38回新里まつりは、新型コロナウイルス感染
拡大の状況を考慮し、一部開催とし、無観客による
花火の打ち上げのみ実施することを決定しました。
期日＝８月15日（月）※順延日は８月16日（火）、
再順延日は８月17日（水）
時間＝午後７時30分から
場所＝新里町内※詳細は非公表
問い合わせ＝新里まつり実行委員会事務局（新里支
所地域振興整備課内☎74‐2217）

第35回くろほね夏まつり
８月15日（月）に規模縮小開催

　第35回くろほね夏まつりは、新型コロナウイル
ス感染拡大の状況を考慮し、例年より規模を縮小し
て開催することを決定しました。
期日＝８月15日（月）
時間＝午後５時～８時
場所＝黒保根運動公園
内容＝八木節大会
問い合わせ＝黒保根支所地域振
興整備課産業振興係（☎96‐21
13）

※写真

キノピー

桐生市電子地域通貨の
ロゴマークを募集
７月に決定した「桐生市電子地域通貨」の名称に
沿ったロゴマークを募集します。
　応募要件や申込方法など、詳しいことは市ホーム
ページをご確認ください。
　応募作品は８月中に選定し、採用した案の応募者
に桐生市電子地域通貨３万円分を贈呈します。
対象＝市内または桐生市近郊に居住する人
採用した案の発表＝選定後、市ホームページなどで
発表します。また、９月16日（金）に表彰式を行
う予定です。
問い合わせ＝ＤＸ推進室業務プロセス担当（☎内線
558）

第３回桐生・みどり未来創生会議
「公共施設のあり方」に関して協議
　６月29日（水）、桐生商工会議所ケービックホ
ールで、第２期「第３回桐生・みどり未来創生会
議」を開催し、「公共施設のあり方」に関する協議
を行いました。
　両市が共同で事業を実施している施設（斎場・清
掃センター・し尿処理施設・消防施設）については、
施設の老朽化などを踏まえ、両市で締結している
「共同事業実施に関する覚書」に基づく協議につい
て「早急に両市で検討を始めるべき」との提言をい
ただき、両市長からは、協議を進める必要があると
の考えが示されました。
　次回の会議では「広域観光」について協議を行う
予定です。
問い合わせ＝企画課企画戦略担当（☎内線524）▶市ホームページ

「電子地域通貨
ロゴマーク募集」
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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可能性があります。

第75回市民体育大会

　日程などは変更になる場合がありますので、各競
技団体に確認してください。
問い合わせ＝各競技団体の連絡先…桐生市スポーツ
文化事業団（☎54‐5705）、市民体育大会全般…
スポーツ・文化振興課スポーツ振興担当（☎内線
658）
市民体育大会競技日程一覧

競技 期日 場所

テニス ７月 23日（土）～
11月 27日（日） 相生庭球コート

なぎなた ７月 24日（日） 青年の家アリーナ、
剣道場

ゴルフ ７月 27日（水） 桐生カントリーク
ラブ

ボウリング ７月 31日（日） 桐生スターレーン

野球 ８月７日（日）～
10月９日（日）

小倉クラッチ・ス
タジアム（桐生球
場）ほか

ソフトボール ８月 21日（日）～
11月 13日（日）

桐生球場附属球場、
新里補助グラウン
ド、市民広場

山岳 8月 27日（土）・
28日（日） 立山（富山県）

水泳 8月 28日（日） 市民プール

バドミントン 9月 3日（土）～
10月 1日（土）

桐生ガススポーツ
センター（市民体
育館）、桐生大学
グリーンアリーナ

空手道 9月 4日（日） 北体育館
グラウンド・
ゴルフ 9月 5日（月） ユーユー広場

剣道 9月 18日（日） 桐生ガススポーツ
センター

少林寺拳法 9月 18日（日） 青年の家体育館

競技 期日 場所

バレーボール
9月 23日（祝）・
24日（土）、10月
2日（日）・30日（日）

桐生ガススポーツ
センター

陸上競技 9月 24日（土）
森エンジニアリン
グ桐生スタジアム
（陸上競技場）

卓球
9月 24日（土）・
25日（日）、10月
15日（土）

桐生ガススポーツ
センター、桐生大
学グリーンアリー
ナ

ソフトテニス
９月 24日（土）・
25日（日）、10月
２日（日）・29日（土）

相生庭球コート

体操 ９月 25日（日） 桐生ガススポーツ
センター

バスケット
ボール

９月 25日（日）、
10月２日（日）

桐生ガススポーツ
センターほか

サッカー 10月 8日（土）～
12月 4日（日）

森エンジニアリン
グ桐生スタジアム
ほか

相撲 10月 9日（日） 相撲道場
弓道 10月 9日（日） 桐生弓道場

ハンドボール 10月 10日（祝） 桐生ガススポーツ
センター

柔道 10月 16日（日）
桐生ガススポーツ
センターサブア
リーナ

日本拳法 11月 13日（日） 青年の家武道場

太極拳 11月 13日（日） 美喜仁桐生文化会
館小ホール

ラグビー 12月 18日（日） さくら遊園

スキー 令和 5年 2月 5日
（日）

スノーパーク尾瀬
戸倉（片品村）

スケート 令和 5年 3月予定 未定
カーリング、
アイスホッ
ケー

未定 桐生スケートセン
ター

市制施行100周年・水道創設90周年記念事業

球都桐生野球史展示会球都桐生野球史展示会

　大正、昭和、平成と移り変わる時代の中で、先人
たちが築き上げてきた「球都桐生」の野球が、現在
まで脈々と受け継がれてきた状況を、思い出の写真
や野球用具などを展示して振り返ります。ぜひ、お
越しください。
期間＝８月12日（金）～22日（月）
時間＝午前９時30分～午後５時※22日（月）は正
午まで
場所＝美喜仁桐生文化会館展示室
問い合わせ＝スポーツ・文化振興課スポーツ振興担
当（☎内線657・658）前回開催の様子前回開催の様子

9 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）
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群馬テレビの「データ放送」を
ご利用ください

　防災や感染症対策など、市民の皆さんの安全安心
に関する情報や市内の主なイベント情報、暮らしに
役立つ情報などについて、群馬テレビの「データ放
送」を利用して配信しています。
　ぜひ、ご利用ください。
問い合わせ＝魅力発信課魅力発信担当（☎内線505）

利用方法
　次の①～④の手順で、お手持ちのリモコンを操作

してください。
①テレビのチャンネルを群馬テレビ（地デジ３チャ
ンネル）に合わせる。
②リモコンの「ｄボタン」を押す。
③画面左下の一覧から「桐生市のお知らせ」を選び、
リモコンの「決定ボタン」を押す。
④必要な情報のタイトルにカーソルを合わせる。※
カーソルはリモコンの上または下ボタンで操作で
きます。

緊急情報があるとき
　避難を促すような緊急度の高い情報があるときは、
群馬テレビのチャンネルに合わせた時点で、「ｄボ
タン」を押さなくても、自動的に緊急情報の見出し
が画面に表示されます。詳細情報を確認する場合は、
リモコンの「赤ボタン」を押してください。

利用上の注意点
　データ放送による情報配信を利用するためには、
テレビの「地域設定」が必要です。なお、データ放
送に対応していないテレビでは利用できません。

飼い主のいない犬猫保護活動、
奨励金を交付します
　４月に匿名の市民から、犬猫保護活動に役立てて
ほしいとの趣旨により、寄付金をいただきました。
寄付者の意思を尊重し、飼い主のいない犬や猫の保
護活動を市内で行う団体を対象に、奨励金を交付し
ます。
対象＝次の①～④全てに当てはまる団体
①代表者が市内に住所を有する
②主な活動の拠点が市内である
③18歳以上の構成員が３人以上いる※同じ世帯の
　人を除く
④猫を保護して不妊手術を受けさせ、元の場所に放
すなど、飼い主のいない犬や猫の保護活動を１年
以上継続している
奨励金額＝１団体あたり原則10万円※交付を決定
した団体数によって、変動する場合があります。
申し込み＝９月１日（木）から30日（金）までに、
申請用紙に必要事項を記入し、活動実績報告書、活
動風景の写真、団体構成員名簿を添えて、直接地域
づくり課（市役所２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＝地域づくり課生活安全担当（☎内線
465）

令和５年４月１日採用
桐生厚生総合病院職員募集

職種＝一般事務（経験者）、社会福祉士（経験者、
新卒など）
採用人数＝各若干人
試験期日・時間＝９月４日（日）午前９時から
試験内容＝教養試験、適性試験、作文試験
申し込み＝８月19日（金）までに、直接（土、日、
祝日を除く午前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（〒376‐0024織姫町
６‐３）へ。申込用紙は同病院総務課、病院ホーム
ページにあります。受験資格など詳細については、
病院ホームページをご確認ください。
問い合わせ＝桐生厚生総合病院総務課（☎44‐
7163）
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“織都桐生”案内人の会会員募集

　桐生の魅力を伝える観光ガイドの会「“織都桐生”
案内人の会」は、観光客などのニーズに合わせて、
桐生のまちを案内しています。
　同会では、一緒に桐生のまちについて勉強し、案
内する会員（観光ガイド）を募集しています。年
齢・経験は問いません。日本語のほかに外国語が話
せる観光ガイドも募集しています。
申し込み＝登録申請書を直接、一般社団法人桐生市
観光物産協会（本町五丁目、シルクル桐生内）へ。
登録申請用紙は、同協会窓口、市ホームページにあ

ります。
問い合わせ＝一般社団法人桐生市観光物産協会（☎
32‐4555）

市立保育園保育士募集
（会計年度任用職員）

　市立保育園などで、担任保育士の補助的な業務な
どを行う非常勤職員（会計年度任用職員）を募集し
ます。
対象＝保育士資格を有する人
募集人数＝若干人
任用期間＝採用から令和５年３月31日まで※再度
任用する場合あり
勤務場所＝市立保育園または子育て支援センター
勤務時間＝午前７時30分から午後６時30分までの
間で７時間45分（シフト制）
休日＝平日を含む週２日
給与＝18万2,200円（月額）
選考方法＝書類審査、面接
申し込み＝会計年度任用職員登録申込書兼履歴書に
必要事項を記入し、保育士証の写しを添えて、直接、
子育て支援課（保健福祉会館１階）へ。申込書兼履
歴書は市ホームページにあります。
問い合わせ＝子育て支援課子ども施設係（☎47‐
1156）　

「119番通報マニュアル」を
作成しました
　救急車を呼ぶときに役立つリーフレット「119番
通報マニュアル」を作成しました。「119番通報マ
ニュアル」は消防本部、桐生消防署、桐生みどり消
防署、各分署、市ホームページにあります。ぜひ、
ご利用ください。
問い合わせ＝消防本部通信指令課（☎47‐1700）

▼「119番通報マニュアル」より抜粋

通信指令職員 通　報　者

 消防１１９番です

　 火事ですか？救急車ですか
救急車をお願いします。

 救急車が向かう住所を教えてください。

 目標物（大きな建物など）はありますか？

・○〇市○〇町○〇番地、（世帯主苗字）です。

（アパート等は、名称と階数、部屋番号も教えてく

ださい。）

・（目標物）の近くです。

この時点で場所が特定できれば、救急車は出勤します。

 救急車が必要な方の

 　年齢と性別をおしえてください。
・○歳の男性です。・○歳の女性です。

 どうされましたか？

 （今の状況を教えてください）

・呼びかけても反応がなく、呼吸をしていません。

・お腹を痛がっていて嘔吐しています。

・廊下で転んで右足を痛がっていて、動けません。

  治療中のご病気と、

　  かかりつけの病院を教えてください。 

・高血圧です。 ・糖尿病です。 ・○〇病院です。

・高血圧で○〇医院にかかっています。

 あなたのお名前と間柄を教えてください。
・○〇 ○〇（フルネーム）です。

・息子です、友人です．．．等

 わかりました。救急車が向かっています。

 保険証・お薬手帳の準備と、サイレンの音が聞こえましたら案内に出てください。

 ・質問内容が前後または変わることもあります。あわてずに答えてください。

 ・救急車が到着するまでに応急手当をしてもらうこともあります。

 ・通信指令職員が応急手当に方法を伝えるので、落ち着いて実施してください。

　救急車が必要だ！　１１９番通報！

・・・落ち着いて、質問に答えてください。※撮影時のみマスクを外しています※撮影時のみマスクを外しています

11 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）
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全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）による全国一斉情報伝達試験
　Ｊアラートとは、大雨や地震、弾道ミサイル情報
などの緊急情報を国が送信するシステムです。市町
村の防災行政無線や防災ラジオのほか、携帯電話会
社による緊急速報メール（エリアメール）などが連
動して、瞬時に皆さんへ情報を伝達します。
　国が行う全国一斉情報伝達試験に合わせて、防災
行政無線（新里・黒保根町）と緊急告知ＦＭラジオ
（防災ラジオ）を連動させた自動起動放送による情
報伝達試験を行います。
問い合わせ=防災・危機管理課防災・危機管理担当
（☎内線415）

▶情報伝達試験
期日＝８月10日（水）
時間＝午前11時から

▶放送内容
新里・黒保根町の防災行政無線
「こちらは、ぼうさい　にいさと（くろほね）で
す。」
「これは、Ｊアラートのテストです。」（３回繰り
返し）
防災ラジオ
「これは、Ｊアラートのテストです。」(３回繰り
返し)
※緊急放送が終了してもラジオが止まらない場合は、
一度スイッチを入れてから電源を切ると止まります。

市ホームページのバナー広告、
掲載場所が新しくなりました

　市ホームページには、月平均３万件以上のアクセ
スがあり、有効な広告媒体としてご利用いただけま
す。有料バナー広告について、これまでは「市政・
くらし（トップページ）」の下部のみに表示してい
たものを、「プロローグページ」にもランダムで１
枠の広告を表示するよう運用を見直しました。これ
により、さらに多くの人に見てもらえるようになり、
広告効果が高まりました。
　ぜひ、有料バナー広告をご利用ください。
掲載期間＝１か月単位（最長12か月間）
掲載料＝１か月当たり11,000円（消費税と地方消費
税を含む）
掲載料の割引＝６～11か月分の申し込みで１か月分
割引。12か月分の申し込みで２か月分割引。
申し込み＝申込用紙に必要事項を記入し、バナー広
告の原稿データを添えて、直接またはＥメールで魅
力発信課（市役所２階、miryoku@city.kiryu.lg.jp）
へ。※詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問い合わせ＝魅力発信課魅力発信担当（☎内線506）

短期集中介護予防サービスで
生活機能の改善をしましょう
　将来、介護が必要な状態にならないように、生活
機能の改善・維持を目的とした短期集中の介護予防
サービス（桐生市通所型サービスＣ事業）を行いま
す。ぜひ、ご参加ください。※送迎付き（送迎範囲
は要相談）
期 日＝10月６日（木）・13日（木）・20日
（木）・27日（木）、11月４日（金）・10日
（木）・17日（木）・24日（木）、12月１日
（木）・８日（木）・15日（木）・22日（木）
時間＝午後２時から
場所＝新里総合センター大会議室・第１会議室
対象＝要支援１・２の人、基本チェックリストによ
る判定を実施し該当となった人※基本チェックリス
トは、健康長寿課、新里・黒保根支所市民生活課、
各地域包括支援センターで行うことができます。
募集人数＝20人（先着順）
内容＝理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士による
運動・栄養・口

こうくう
腔についての講話や実習

費用＝介護保険負担割合証に応じて、１回につき、
事業費3,500円の自己負担分（１～３割）
実施事業者＝医療法人社団にいさと会介護老人保健
施設さくら苑
申し込み＝担当ケアマネジャーに相談のうえ、利用
申請書とケアプランを直接健康長寿課（市役所１
階）へ。利用申請書は同課と市ホームページにあり
ます。
問い合わせ＝健康長寿課長寿支援係（☎内線588）

 広告欄広告欄
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９月開始コース
介護予防教室参加者募集
　楽しみながら体を動かし、元気な生活を送りまし
ょう。参加時は、動きやすい服装とマスクの着用を
お願いします。※場所・期日・時間などは、下表の
とおりです。

対象＝市内に居住する65歳以上の人
申し込み
にっこり楽々教室＝８月８日（月）から直接また
は電話で健康長寿課（市役所１階、☎内線588）へ。
※今年度初めて参加する人を優先
脳いきいき教室＝８月８日（月）から直接または電
話で各地域包括支援センターへ。
問い合わせ＝健康長寿課長寿支援係（☎内線588）

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可能性があります。

「明るい家庭・地域づくり運動」
イメージ写真の募集
応募いただいた作品は、11月12日（土）に美喜

仁桐生文化会館で開催する「明るい家庭・地域づく
り運動」推進市民大会で、スライド上映します。
申込期限＝８月26日（金）
申し込み
プリント写真の場合＝各公民館にある応募用紙に必
要事項を記入し、直接青年の家へ。
デジタルデータの場合＝Ｅメールに添付し、作品
名、作品説明（100文字以内）、住所、氏名、年
齢、電話番号、被写体全員の承諾の有無を記入し、

青年の家（seishonen@city.kiryu.lg.jp）へ。
問い合わせ＝青少年課青少年係（☎47‐2184）

▲令和３年度最優秀作品

場所 期日 時間 募集人数
（先着順） 内容 持ち物

Finefit桐生店
（広沢町二丁目）

９月１日から29日ま
での毎週木曜日

午後１時30分
～３時 20人 ストレッチ、体操、脳

トレーニングなど
飲み物・タオル・室内運動
靴・筆記用具

菱公民館（菱町二
丁目）

９月６日から10月４
日までの毎週火曜日

午前９時30分
～11時30分 15人

生命の貯蓄体操（呼吸
法で力を抜いて無理な
く行う体操）など

飲み物・タオル・大判バス
タオルまたはヨガマット・
筆記用具・下半身ゆるめの
運動ができる服装

カリビアンビーチ
（新里町野）

９月７日から10月５
日までの毎週水曜日

午後１時30分
～３時 20人 水中歩行、水中運動な

ど
飲み物・タオル・水着・水
泳帽・筆記用具

場所 期日 時間 募集人数 
（先着順） 申し込み

プライマリービル３
階（本町六丁目）

９月27日（火）、10月４日（火）・12
日（水）・18日（火）・26日（水）、
11月１日（火）・８日（火）

午後２時～
３時30分 15人 地域包括支援センター山育会

（☎46‐6066）

南公民館（新宿三丁
目）

９月28日（水）、10月６日（木）・12
日（水）・20日（木）・26日（水）、
11月９日（水）・17日（木）

午前10時～
11時30分 18人 地域包括支援センター社協

（☎46‐4411）

菱公民館 ９月13日から10月25日までの毎週火曜
日

午前10時～
11時30分 15人 地域包括支援センター菱風園

（☎32‐3321）
黒保根町保健センタ
ー（黒保根町水沼）

９月26日から11月14日までの毎週月曜
日（10月10日を除く）

午前10時～
11時30分 15人 地域包括支援センター思いやり

黒保根（☎46‐8847）
天沼会館（相生町五
丁目）

９月28日から11月９日までの毎週水曜
日

午後１時30
分～３時 15人 地域包括支援センターのぞみの

苑（☎54‐9537）

【にっこり楽々教室】

【脳いきいき教室】

※持ち物＝飲み物、汗拭きタオル、筆記用具、プライマリービル・天沼会館は室内運動靴が必要

ファインフィット

13 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



Kiryu News 

特別児童扶養手当所得状況届
忘れずに手続きしてください
　特別児童扶養手当を受給している人は、受付期間
内に所得状況届の手続きを行う必要があります。　
　また、特別児童扶養手当の受給資格に該当する人
で、まだ申請手続きをしていない場合は、ご相談く
ださい。
対象＝精神または身体に障がいがある20歳未満の
児童を養育している人※対象者には通知を郵送しま
す。また、父母などの所得によって制限があります。
受付期間＝８月12日（金）～９月12日（月）※手
続きに時間がかかる場合がありますので、８月23
日（火）までに提出をお願いします。

持ち物＝受給者・配偶者・対象児童のマイナンバー
を確認できる書類（マイナンバーカード、個人番号
の記載された住民票の写しなど）
手続き＝受付期間内に、直接子育て支援課（保健
福祉会館１階）、新里・黒保根支所市民生活課へ。
※黒保根支所市民生活課は、黒保根町に居住する人
のみ手続きができます。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐
1150）、新里支所市民生活課（☎74‐2904）、黒
保根支所市民生活課（☎96‐2112）
▶休日受付

平日に手続きが出来ない人は、ご利用ください。
期日＝８月14日（日）
時間＝午前９時から午後３時まで
場所＝子育て支援課

児童扶養手当現況届
早めに手続きをお願いします
　児童扶養手当を受給している人は、８月中に現況
届を提出する必要があります。手続きが遅れると
11月分以降の児童扶養手当が受給できなくなる場
合があります。
　「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出
書」の提出が必要な人は、現況届と合わせて必ず受
付期間内にご提出ください。
対象＝ひとり親の人または父母のいない児童を養育
している人で、18歳到達後の最初の３月31日（一
定の障がいがある場合は、20歳の誕生日の前日）
を過ぎる前の児童を養育する人※対象者には通知を
郵送します。

受付期間＝８月31日（水）まで※手続きに時間が
かかる場合がありますので、８月19日（金）まで
に提出をお願いします。
手続き＝受付期間内に、直接子育て支援課（保健
福祉会館１階）、新里・黒保根支所市民生活課へ。
※黒保根支所市民生活課は、黒保根町に居住する人
のみ手続きができます。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐
1150）、新里支所市民生活課（☎74‐2904）、黒
保根支所市民生活課（☎96‐2112）
▶休日受付

平日に手続きが出来ない人は、ご利用ください。
期日＝８月14日（日）
時間＝午前９時から午後３時まで
場所＝子育て支援課

幼稚園・保育園・認定こども園
利用者負担額（保育料・給食
費）の切り替え

　幼稚園・保育園・認定こども園の保育料などは、
扶養義務者の市町村民税所得割額を基に算定します。
４月から８月分までは前年度の市町村民税により算
定し、９月から翌年３月分までは当年度の市町村民
税により算定するため、９月に保育料などが変更に
なる場合があります。

　保育料などの算定は、市が保有する住民税情報で
計算しますので、資料などの提出は必要ありません。
ただし、所得の申告をしていない人は、速やかに申
告を済ませ、申告書の写しを子育て支援課（保健福
祉会館１階）に提出してください。また、令和４年
１月１日時点で市外に居住していた人は、必要に応
じて課税証明書などを提出していただく場合があり
ます。
　なお、９月分からの保育料などについては、決定
次第、全園児の保護者に通知します。
問い合わせ＝子育て支援課園児サービス係（☎ 47
‐1153）
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