春の読み聞かせ会を開催します
町立図書館 ☎65−1122

ܰපǄࡩॶߢљǁƪؑ༈ƥƶƫƚ

日時 ４月15日（土）午前11時〜（30分程度）
場所 文化センター２階図書館 集会室
対象 親子・読み聞かせに興味のある人など、どなた
でも参加いただけます。
※入場無料

広報紙や町ホームページ、その他町の刊
行物などに掲載するため、町内で行われる
イベントなどで「広報たま
むら」と掲載された腕章を
着けて、写真撮影します。
ご協力をお願いします。
着用する腕章

合

計

6人
2人
2人
22人
50人

110,000円

2!ॢ
区

分

１月

H29年累計
（１月）

前年比

（１月）

建 物

0

0

0

車 両

0

0

0

その他

0

0

−2

計

0

0

−2

急 病

62

62

−6

交 通

6

6

2

その他

20

20

−7

計

88

88

−11

玉村町・伊勢崎市の火災発生状況が音声で流れます。

救急病院等案内テレホンサービス
23−1299
または 群馬県広域災害・救急医療情報サービス で 検索
症状に応じて、県内の救急病院などを24時間対応で紹
介します。

広報

13

12

たまむら No.550

31

12

の

2!ॢ

＜火災と救急・救助は 119＞
災害情報案内サービス
0180−99−2999

19

30,000円
20,000円
360,009円
770,009円

あたたかいこころ

産業の振興
町長にまかせる

240,000円
10,000円

○立正佼成会 高崎教会 様か
ら︑福祉のために９万円の
ご寄付をいただきました︒

あんしん安全のまちづくりに係る事業
健康増進又は社会福祉に係る事業

17人
1人

委員などの助言を聞き︑教
育委員会で認定されます︒
認定された翌月から支給対
象となります︒
支給時期 ８月・ 月・３月
援助対象︵経費の全額または
一部︶ 学用品費︑校外活動
費︑学校給食費︑修学旅行
費など
申し込み 保護者の申請が必
要です︒

教育、文化及びスポーツ活動の充実に係る事業

自動車の名義変更・住所

子育て支援に係る事業

申込金額

変更・抹消︵廃車︶の登

申込者数

録は運輸支局で確実に

使途の指定

自 動 車 税 は 毎 年４ 月１ 日 現
在の車検証上の所有者︵割賦
販売の場合は使用者︶に課税
される県の税金です︒
︵金︶
次の場合は︑３月 日
までに運輸支局で手続きを済
ませてください︒
○手続きが必要な場合
・自動車を売った
・自動車を下取りに出した
・自動車を廃車した
・住所︑氏名を変更した
手続きを済ませないと︑す
でに使用していない自動車の
税金を納めることになったり︑
転居先に納税通知書が届かな
かったりするなど︑トラブル
の原因となります︒
自動車の売買や譲渡などで︑
登録内容に変更があった場合

場所 群馬県社会福祉総合セ
ンター
申込方法 県視覚障害者福祉
協会または市町村窓口で申
込書を受け取り︑３月末日
までに県視覚障害者福祉協
会に郵送または持参する︒
申し込み・問い合わせ
︵公社︶群馬県視覚障害者福
祉協会事務局
〒３７１ ︱０８４３
前橋市新前橋町 ︱
☎０ ２７
︵２５５︶６６７７
０ ２７
︵２５５︶６６７ ８

ふるさと寄付申込状況（1月）

大変ありがとうございました︒

24

就学援助費制度のご案内

64

経済的な理由で義務教育を
受けさせることが困難な家庭
に対して︑子どもの学用品代
や給食費などの援助を行って
います︒就学援助費を希望す
る人はご連絡ください︒
対象 生活保護世帯・生活保
護に準ずる世帯・児童扶養
手当が支給されている世帯
など
認定方法 学校長・民生児童

は︑運輸支局で確実に手続き
をしてください︒
また︑手続きを販売業者な
どに依頼した場合は︑必ず手
続きが済んでいるか確認して
ください︒
問い合わせ先
○自動車税について
伊勢崎行政県税事務所
☎︵ ︶４３５０
○登録手続きについて
関東運輸局群馬運輸支局
☎０５０
︵５５４０︶
２０２１
※軽自動車・バイクに課税さ
れる軽自動車税については︑
町税務課にお問い合わせく
ださい︒
〇税務課資産税係
☎︵ ︶７７０３

30

30

29

年度中途視覚障害者

13

平成

10

生活訓練講座を開催します

中途視覚障害者の社会復帰
促進を図るため︑自立に必要
な助言や訓練などを行います︒
対象 在宅の中途視覚障害者
受講料 無料
内容と日程 ①点字・歩行訓
練 木曜日の 回程度
②パソコン講習 月曜日も
しくは火曜日の 回程度
期間 ４ 月 日︵木︶〜平成
年３月１日︵木︶
午前 時〜午後３時まで
※変更の可能性あり
30

（暫定値）

区

分

１月

空き巣（住宅）
空き巣（会社）
自 動 車 盗
自 転 車 盗
車上ねらい
自販機ねらい
器 物 損 壊
その他
計
人 身 事 故
死 者 （人）
負傷者 （人）

0
0
0
0
7
0
3
7
17
14
0
15

＜犯罪と交通事故は

H29年累計
（１月）

0
0
0
0
7
0
3
7
17
14
0
15

前年比

（１月）

−1
0
0
−4
6
−1
2
−1
1
−1
0
−5

※累計は変動することがあります

110＞

毎日午後３時は玉村町の「防犯タイム」です。
毎月16日は「県民防犯の日」です。防犯に心がけましょう
伊勢崎警察署
26−0110 玉 村 町 交 番
65−2052

警告音にだまされないで！

玉村町消費生活センター
20−4020

【事例】パソコンで動画を見ていたら、突然警告音が鳴
りだし止まらなくなった。画面に出ていた「対策を
する」と表示のあった電話番号に連絡した。電話の
相手が、1万円を払えば音を消してくれると言うので、
仕方なくお願いしクレジットカード番号を教えた。
相手の指示に従いパソコンを操作した後、遠隔操作
により警告音と画面は消えた。大丈夫だろうか。

限りでは、ウイルス検出という警告そのものが偽りで
あり、行うべき対処は表示されているウェブサイトを
閉じるだけです。表示の連絡先に電話をかける必要は
ありません。通常の操作（×マークをクリック）を行
っても終了できない場合は、IPAのホームページの対
処手順を実施してください。困ったときは、消費生活
センターにご相談ください。

サイトの閲覧中に、突然、警告音が鳴りだし「ウイ
ルスに感染した」などという警告表示が表れたまま消
えず、電話をすると「警告音や画面を消すために」と
ウイルス対策ソフトなどをインストールさせられ、料
金を請求されます。
IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が確認した

相談受付日 毎週月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前9時〜午後5時まで
相談専用電話 ☎20−4020
場所 勤労者センター１階

平成29年3月号

18

玉村町で女子ソフトボールの一流選手のプレーが見られます

月曜日は一部の窓口が
午後７時まで

スポーツ振興室 ☎65−6537

住民票の発行や税金の収納
などの業務を、毎週月曜日（祝
日の場合は翌日）は午後７時
まで延長しています。

日本ソフトボール協会女子１部リーグ所属チームによる交流試合が行われます。
観戦は無料です。オリンピック選手などの一流選手のプレーが間近で見られる希少
なチャンスです。ふるってご来場ください。
日時 ３月24日（金）〜26日（日）午前10時〜（予定）
場所 総合運動公園野球場・ソフトボール場、太陽誘電八幡原グラウンドなど

だじゃれ十二支
ふじもと

ながら覚えられる絵本。

なかがわ

藤本ともひこ 絵 中川ひろたか 文
世界文化社
対象 幼児

【TRC MARC】

車上ねらいにご注意くだ

ラストで、十二支を楽しみ

玉村町緑化愛護団体を募

ゃれとユーモアあふれるイ

さい

いうの。「うまっ！」だじ

集します

むしゃむしゃ食べて、こう

26

︶0110

黒田みつ子、もうすぐ33歳。
もう一人の自分「A」に脳
内で何でも相談できるから、
一人で生きていくことに抵
抗はないと思っていたのだ
が…。
同世代の気持ちを描き続け
てきた、綿矢りさの真骨頂。
『朝日新聞』連載を単行本
化。

64

伊勢崎警察署 ︵

たまむら No.550

個人の所得証明、固定資産評価証明、納税証明など諸証明書の交付
町税、国民健康保険税の納入および納税相談
水道料金・下水道使用料、保育料、町営住宅家賃などの納入
（納入通知書をご持参ください）

︶7707

広報

税務課
64−7703
収税室
64−7704

馬はおいしいものが大好き。

平成29年度「にしきのホールメンバ
ーズ倶楽部」会員募集

4月1日（土）受付開始

容

健康福祉課
64−7705

住民課
戸籍住民係
64−7701
64−7702

児童書のおすすめ

C K.Miura

各公演ともチケット発売当日は午前9時から窓口、午後1時から電話予約開始となります。

21

著

朝日新聞出版

4月22日（土）発売開始

内

都市建設課 ︵

わた や

綿矢りさ

新規 1,500円 継続 1,200円
チケットの先行予約、チケット料金
の割引、コンサートの情報の案内など
特典多数

務

公共用地などで緑化活動を
町内で︑夜間の﹁車上ねら
自主的に行っている︑または︑ い﹂︵駐車中の自動車などか
行おうとする団体はありませ
ら物品を盗む犯罪︶の被害が
んか？
多発しています︒
町では︑緑豊かな潤いのあ ︻被害時間帯︼ 午後７時ごろ
〜早朝
るまちづくりを推進し︑この
様な団体を募集しています︒ ︻被害場所の特徴︼ アパート︑
一般住宅の駐車場
なお︑玉村町緑化愛護団体の
認 定 を 受 け ま す と ︑ 支 援 事 業 ︻ 被害状況 ︼ 車内にバッグな
どが放置されている自動車
において活動助成を受けられ
を物色し︑施錠されている
ます︒現在 団体がこの制度
場合は窓ガラスを割り︑犯
を活用して︑公共用地などに
行に及ぶ︒
花の植栽などを行っています︒
植えられた花々は道行く人の
夜間から深夜にかけて︑不
目を楽しませ︑心を和ませて
審な人や車両を見たとき︑駐
いることと思います︒
車場から不審な物音が聞こえ
また︑緑化活動を通じて
たときは︑すぐに１１０番通
人々の交流が広がり︑地域へ
報してください︒
の愛着心や︑景観意識がさら
※可能であ れば ︑不審車両の
に向上することが期待されま
ナンバーを確認し︑控えて
す︒このような活動に興味の
ください︒
ある人は︑都市建設課までお
問い合わせください︒

年度玉村町特産品

私をくいとめて

7月12日（水）午後２時開演
全自由席 1,500円
あの新宿のうたごえ喫茶「ともしび」が、またまた玉村
町にやってきます！！ 会場の皆さんと楽しく歌い、思い出
の残るひとときを過ごしましょう…。

業

住民票の写し（広域交付住民票は除く）、戸籍の全部・個人事項証明書等、印鑑証明書の発行
印鑑登録
パスポートの交付、マイナンバーカードの受け取り・申請
国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療、国民年金の申請受付（ただし住民異動をともな
わないものに限ります）
介護保険申請受付
身体障害者手帳申請受付

一般書のおすすめ

群馬交響楽団サマーコンサート

ともしび出前うたごえコンサート2017（小ホール）

名

14

○被害防止のチェックポイン
ト
・自動車は必ずドアロックす
る︒
・自動車内を整理して︑一目
見て車内に貴重品がないこ
とが分かるようにする︒
︵貴
重品を放置しないことが鉄

平成
28

則！︶
・﹁盗難防止アラーム﹂を装
着する︒

宝くじの助成事業で角渕

消費拡大講習会

4月8日（土）発売開始

〜田舎まんじゅうと肉ま

6月25日（日）午後２時開演
全指定席 2,500円
高校生以下 1,000円
※未就学児入場不可
指揮：現田茂夫 フルート：上野星矢
予定曲目：モーツァルト／セレナード第13番
ト長調K.525「アイネ・クライネ・ナハト
ムジーク」
イベール／フルート協奏曲
モーツァルト／交響曲第41番ハ長調K.551
「ジュピター」

︶7709

︵公財︶玉村町文化振興財団

第41回県民芸術祭参加事業

64

んを作ろう〜

経済産業課 ︵

玉村町の特産品である小麦
を使って︑昔ながらのおまん
じゅうと肉まんを一緒に作り
ませんか？
日時 ３ 月 日︵火︶
午前９時 分〜
︵受け付け︶
午前９時 分開始
午後１時終了予定
場所 道の駅玉村宿 調理室
講師 農村生活アドバイザー
原 きよみ 氏
募集人数
人程度
参加費 ２００円︵講習会当
日集めます︒お釣りのない
ようにお願いします︶
持ち物 料理ができる服装
︵エプロン︑三角巾など︶︑
スリッパ
︵木︶から
申し込み ３月９日
申込受付開始︒経済産業課
︵役場２階③番窓口︶にて︑
申込書を記入の上提出︒
︵電話での受け付けはしま
せん︶
45 30 28

10

︶7712

64

30

購入した屋台の提灯

県民音楽のひろば

︵

20

区が備品を購入

総務課

角渕区が平成 年度にサマ
ージャンボ宝くじの助成事業
により助成金を受け︑区内の
屋台の提灯や公民館の冷暖房
器具などを購入しました︒
こ の 助 成 事 業 は︑︵ 公 財 ︶群
馬県市町村振興協会が行って
いる﹁魅力あるコミュニティ
助成事業﹂で︑サマージャン
ボ宝くじの収益金などを財源
に︑自治会などの団体へ活動
に必要な備品などの購入に対
し︑助成金を交付するもので
す︒今回︑角渕区が購入した
ものは次のとおりです︒
屋台の提灯 張︑冷暖房器 具
︵エアコン︶１台︑長机 台︑
椅子 脚

30

28

一部取り扱いできないことがあります
ので、事前にお問い合わせください。

課

『映画会』
を開催します

作品名 「怪盗グルーの月泥棒」（95分）
上映日 ４月22日（土）
時間 午前９時45分 開場
午前10時
上映
場所 文化センター小ホール
定員 260人（定員になり次第締め切ら
せていただきます）
※入場無料
●利用時間
平
日 ９：30〜19：00
土・日曜日 ９：30〜17：00
●4月読み聞かせ（絵本コーナー）
★毎週水曜日開催 午前11時〜11時
30分、午後３時〜３時30分
５日、12日、19日、26日
★毎月第１・２・３土曜日開催 午前
11時〜11時30分
１日、８日 平成29年度から第１土
曜日も毎月実施！
※15日については19ページのとおり

4月の休館日

３日、10日、17日、
24日、27日

平成29年3月号

20

