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新市有施設見学ツアー
参加者募集
　市制施行100周年・水道創設90周年記念事業とし
て、新たに整備した市有施設を見学するツアーを開
催します。コース（AまたはB）と時間（午前また
は午後）を選んで、お申し込みください。
期日＝10月26日（水）
時間＝午前の部…午前９時～正午、午後の部…午後
１時30分～４時30分
対象＝市内に居住する人
募集人数＝各回20人（抽せん）
費用＝20円（保険料）※当日徴収します。
見学先
Ａコース（午前・午後の部）
①森エンジニアリング桐生スタジアム（陸上競技　
場）
②桐生消防署東分署
③未来へはばたけ　山田製作所桐生が岡動物園レッ
サーパンダ舎
Ｂコース（午前・午後の部）
①桐生ガススポーツセンター（市民体育館）
②学校給食中央共同調理場
③未来へはばたけ　山田製作所桐生が岡動物園レッ
サーパンダ舎
申し込み＝９月22日（木）までに、申込フォーム
から必要事項を入力してください。申込フォームは
市ホームページ、右下の二次元コードをご確認くだ
さい。なお、１回の申し込みで３人まで
申し込むことができます。※ツアーは、
徒歩で坂道や階段を通る経路を含んでい
ます。
問い合わせ＝魅力発信課魅力発信担当（☎内線
506・507）

宝くじの収益をまちづくりに
活かしています
　
　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社
会貢献広報事業として、宝くじの収益金を財源に
「コミュニティ助成事業」を行っています。この助
成事業を通じて、市内集会所にコミュ
ニティ活動関連備品を整備しました。
問い合わせ＝地域づくり課地域づくり
担当（☎内線383）

令和４年度に整備した備品一覧
集会所 整備備品

東五丁目 スティッククリーナー、和室用椅子
東六丁目 スティッククリーナー
東七丁目 スティッククリーナー
今泉町 スティッククリーナー
東三丁目 スティッククリーナー
芳町西 スティッククリーナー
安楽土町 スティッククリーナー
諏訪町 スティッククリーナー
相生町五丁目団地 エアコン
仲町三丁目 LED 照明器具一式、エアコン、ブロワー

バキューム
浜の京西 折りたたみ椅子
第九区 エアコン、折りたたみテーブル、折り

たたみ椅子
北 折りたたみテーブル、折りたたみ椅子
北第二 折りたたみテーブル、折りたたみ椅子

桐生市電子地域通貨「桐
き り

ペイ」
専用カード受付と加盟店募集
　電子地域通貨「桐ペイ」が11月から市内加盟店で
利用できるようになります。
　桐ペイは、スマホアプリ「c

チ ー カ

hiica」をApp Storeや
Google Playからダウンロードして利用するか、専
用カードを用意する必要があります。専用カードの
申請方法や桐ペイ加盟店の登録方法など、詳しくは
市ホームページをご確認ください。
▶専用カードの申請受付開始
　９月７日（水）から電子申請などにより申請して
ください。一部対応できない加盟店があります。ま
た、スマホアプリとの併用はご遠慮ください。
▶桐ペイ加盟店を募集
　桐ペイを利用できる加盟店を募集しています。市
内に店舗、事業所がある事業者は、桐ペイ加盟店に
登録することができます。
問い合わせ＝DX推進室業務プロセス担当（☎内線
558）

りょうもうグルメスタンプラリー
　
　９月２日（金）から12月25日（日）まで、桐生・
太田・館林・みどり・足利・佐野の６市と板倉・明
和・千代田・大泉・邑楽の５町にあるイベント参加
店舗を巡る、スタンプラリーを開催します。
　スタンプを集めて応募すると、抽せんで豪華賞品
が当たります。参加には、イベントサイ
トで登録が必要ですので、右の二次元コ
ードからアクセスして登録してください。
問い合わせ＝企画課企画戦略担当（☎内
線524）

グーグルプレイ

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。

アップストア

13 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）
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屋外広告物のルールを守ろう

　屋外広告物とは、道路沿いの立看板、建物の屋上
や壁面の広告、のぼり旗など、一定の期間継続して、
屋外で公衆に向けて表示される広告物をいいます。
営利、非営利を問わず、地域の行事などを知らせる
はり紙なども屋外広告物に該当します。
　９月１日から10日までは、屋外広告物適正化旬
間です。屋外広告物のルールを守り、魅力あるまち
づくりにご協力をお願いします。
▶屋外広告物の表示には許可が必要です
　屋外広告物の種類や表示場所などには、個別の基
準があり、表示には原則として事前の許可が必要で
す。広告主、土地・建物の所有者の皆さんは、広告
物が市の許可を受けているか、施工業者は県の登録
を受けているかなど、確認をお願いします。

▶事故防止のため定期的な安全管理を
　屋外広告物が適正に管理されていないと、老朽化
により落下や倒壊の危険性が高まります。定期的に
点検し、適正な状態に保ちましょう。
▶屋外広告物の改善に向けた取り組みを実施中
　必要な手続きをしていない、設置基準に適合して
いないなどの改善対象広告物に対し、改善要請を行
っています。詳しくは、広報きりゅう７月号をご覧
ください。また、屋外広告物の手引や改善取組区間
図などは、市ホームページでご確認ください。
問い合わせ＝都市計画課景観係（☎内線789）

屋外広告物の種類（イメージ）
文字だけでなく、絵、写真、商標、
シンボルマークなどの商品やサ
ービスなどをイメージさせるも
のも「屋外広告物」に該当します。
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桐生ファミリー・サポート・
センター協力会員募集
対象＝会の趣旨に賛同し、健康な人
活動内容（有償ボランティア活動）
育児援助＝放課後児童クラブや保育所などの開始前
または終了後の預かりや送迎など
介護援助＝食事の準備や後片付け、部屋の掃除、買
い物代行など
１時間あたりの活動報酬
月～金曜日＝午前７時～午後７時…700円（それ以
外の時間は800円）
土、日、祝日、年末年始＝午前７時～午後７時…
800円（それ以外の時間は900円）
講習会・登録説明会
　10月中に「育児協力会員講習会」、11月中に
「介護協力会員向けの登録説明会」を開催します。
　興味のある人は、桐生ファミリー・サポート・セ
ンターまでお問い合わせください。
問い合わせ＝桐生ファミリー・サポート・センター
（☎70‐6677）

特定計量器定期検査の実施
　
　営業用計量器は２年に１度の定期検査が義務付け
られていますので、必ず受検してください。なお、
事業の休廃止などで計量器を使用していない場合は、
群馬県計量協会に連絡してください。
問い合わせ＝地域づくり課生活安全担当（☎内線
465）、群馬県計量協会（☎027‐263‐8217）

定期検査日程表
期日 時間 場所

９月８日（木） 10：00 ～ 15：00 黒保根支所
９月９日（金） 10：00 ～ 15：00 新里商工会館
９月 12 日（月） 10：00 ～ 15：00 東公民館
９月 13 日（火） 10：00 ～ 15：00 相生公民館
９月 14 日（水） 10：00 ～ 11：30 梅田公民館

13：00 ～ 15：00 境野公民館
９月 15 日（木） 10：00 ～ 15：00 広沢公民館
９月 21 日（水） 10：00 ～ 15：00 南公民館
９月 22 日（木） 10：00 ～ 15：00 北公民館
９月 26 日（月） 10：00 ～ 15：00 西公民館
９月 27 日（火） 10：00 ～ 15：00 桐生市シルバー

人材センター９月 29 日（木） 10：00 ～ 15：00
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９月は「がん征圧月間」です

▶症状がないからこそ、受診してください
　がんは早期発見・治療することで80パーセント
以上治る病気ですが、多くのがんは初期の自覚症状
がほとんどありません。また、新型コロナウイルス
感染症が流行し、全国的にがん検診受診率が低下し
ています。がんの発見が遅れてしまうことがないよ
うに、しっかりと受診しましょう。
▶各検診の期日までに受診してください
　わたらせ健康診査、プレわたらせ健康診査、大腸

がん検診、胃がんリスク検診、ピロリ菌検診、前立
腺がん検診、肝炎ウイルス検診は10月31日（月）
までです。また、胃がん検診（内視鏡）、歯周病検
診は12月28日（水）まで、子宮頸

けい

がん検診、乳が
ん検診は令和５年１月31日（火）までです。
問い合わせ＝健康長寿課成人保健係（☎内線269）

桐生市職員採用試験（障害者
対象　上級行政・初級事務）
試験期日＝10月23日（日）
試験場所＝桐生市役所
採用予定人数＝若干人
対象
上級行政＝昭和38年４月２日から平成13年４月１
日までに生まれた人
初級事務＝昭和38年４月２日から平成17年４月１
日までに生まれた人
※いずれも身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人
採用日＝令和５年４月１日
試験内容＝高校卒業程度以上の教養試験
申し込み＝９月20日（火）までに直接（土、日、
祝日を除く午前８時30分から午後５時15分まで）
または郵送（必着）で人材育成課（市役所３階、〒
376‐8501桐生市役所）へ。
　試験案内と申込用紙は、同課、総合案内所（市役
所１階）、新里・黒保根支所、各公民館、市ホーム
ページにあります。
問い合わせ＝人材育成課人事給与担当（☎内線
542）

わたらせ総合検診 子宮頸がん検診 結核・肺がん検診

対象 40歳以上で受診券を持っている人 20歳以上の人
40歳以上の人※喀

かくたん
痰検査は問診

で必要と認められた人

検診内容

①わたらせ健康診査、②胃がん（バリ
ウム）、③結核肺がん、④子宮頸が
ん、⑤乳がん、⑥大腸がん、⑦胃がん
リスク、⑧肝炎、⑨前立腺がん
※⑥は一緒に①～⑤のいずれかを受診
※⑦～⑨は一緒に①を受診

内診、子宮頸部の細胞診
・胸部レントゲン検査
・喀痰細胞診検査

受付時間 申し込み後、郵送で個別に案内 9：00～11：30
申し込み 必要 不要

費用など

・胃がん（バリウム）、乳がん、前立
　腺がん各1,000円
・子宮頸がん1,100円
・その他は各500円

1,100円
※20歳と70歳以上の人は無料

・胸部レントゲン検査500円（40
　歳と65歳以上の人は無料）
・喀痰細胞診検査700円（70歳以
　上の人は無料）

９
月

14日（水） ‐ ‐ 北公民館
16日（金） ‐ 相生公民館 ‐
30日（金） ‐ 保健福祉会館（末広町） ‐

10
月

６日（木） 黒保根保健センター ‐ ‐
７日（金） 新里保健センター ‐ ‐

※検診の種類によっては、定員に達している場合があります。集団検診を希望する人は早めに予約してください。
※詳しい日程や費用の減免、申込方法などについては、受診券と一緒に送付した「日程と受け方」をご覧ください。
※ 受診日まで３週間未満となった検診の申込は、電話で健康長寿課成人保健係（☎内線269）へお問い合わせください。

がん検診（集団）日程表

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。

期日までに忘れず
受診しましょう！

健康長寿課　保健師健康長寿課　保健師

15 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）




