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新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
群馬県受診・相談センター

☎0570  082  820
（24時間対応）

伊勢崎・玉村休日受診相談コールセンター

☎08022308246

［実 施 日］日曜日、祝日
［受付時間］午前９時〜正午、午後１時〜３時

新型コロナワクチン接種情報

■■■■■■■■

新型コロナウイルス対策係
（役場３階④番窓口） ☎７５−１３７７

LINEおよびコールセンターの接種予約スケジュール
毎週木曜日午前９時から予約を開始します。
予約開始日

７月 ７日（木）

接

種

日

７月25日（月）〜31日（日）

７月14日（木）

８月 １日（月）〜 ７日（日）

７月28日（木）

８月15日（月）〜21日（日）

７月21日（木）

８月 ８日（月）〜14日（日）

■■■■■■■■■

3・4回目接種券発送スケジュール
前回接種日から５カ月経過した人へ送付しています。
発 送 日

７月 ４日（月）
７月11日（月）
７月19日（火）

７月25日（月）

２回目または３回目接種日
１月30日〜 ２月 ６日
２月 ７日〜
２月14日〜
２月22日〜

※直接予約を受け付けする医療機関は予約スケジュールが異なります。
※状況により予約および発送スケジュールは変更になる場合があります。
※接種券は発送日から１週間程度で配送になります。
※18歳以上59歳以下の人で基礎疾患などに該当する人は４回目接種券の発行申請
が必要です。申請方法は広報６月号または町ホームページを確認してください。

13日

21日
27日

新型コロナワクチン
４回目接種について
（町ホームページ）

県央ワクチン接種センター（Gメッセ群馬）の終了について

新型コロナワクチン３回目接種について、希望する県民へのワクチン接種が概ね完了すると見込まれることから、
県央および東毛ワクチン接種センターでの接種は６月25日で終了しました。なお、県央および東毛ワクチン接種セ
ンターでは４回目接種の実施はありません。今後は各医療機関での接種をご検討ください。

夏の県民交通安全運動を実施します
環境安全課 ☎６４−７７０８

［ 運動期間 ］ ７月11日（月）〜20日（水）

スローガン 「大丈夫！」自己の過信が 事故招く

サブスローガン

わたる前 見てね 待ってね 交差点

交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、相手の立場に立った「優しさ」と「思いやり」のある運転や行
動をお願いします。また、車道を歩いている、路上で寝ている、道路上で遊びに夢中になっている子どもがいるな
ど、その状況から交通事故に遭遇する危険性を感じた場合は躊躇なく１１０番通報をお願いします。
運動重点

◆子どもと高齢者の交通事故防止
・歩行者が道路を横断するときは、手をあげるなどして横断する意思を明確に伝え、左右の安全確認をしてから横
断しましょう。
・運転者は、横断歩道に注意し、横断者がいるときは必ず停止して進路を譲りましょう。
・夕暮れ時は、歩行者は反射材や目立つ色の服装を心がけ、運転者は早めにライトを点灯しましょう。
◆自転車の交通事故防止
・自転車保険に必ず加入し、ヘルメットの着用に努めましょう。
・自転車は車両です。原則車道の左側を通行しましょう。歩道に「自転車通行可」の標識がある
場合は、歩道を通行できますが、車道側を通行し、歩行者の妨げにならないようにしましょう。

「自転車通行可」

の標識
◆飲酒運転の根絶
・飲酒を伴う会合に出席するときは、公共交通機関や運転代行などを利用し、飲酒運転を絶対にしない・させない
ことを徹底しましょう。
・二日酔いで運転すれば飲酒運転になることを認識し、飲酒の量や時間に配意しましょう。
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「玉村町民の日」記念イベントを開催します
企画課 ☎６４−７７１１
毎年８月１日は「玉村町民の日」です。そこで、玉村町への愛着をさらにもっていただくため、イベント
を開催します。ステージイベント、ミニドローン・キックターゲット、小物グッズづくり・昭和縁日屋台で「カ
タヌキ」、キッチンカーなど、多くの「楽しい体験」を用意して、町民皆さんのご来場をお待ちしています。
日

時

会

７月31日（日）午前10時〜午後３時まで

ステージイベント

場

入場無料

（一部有料ブースあり）

北部公園

※参加するためには、申し込みが必要です（下記の右側の２次元コードより）

【事前申込】仮装音楽フェスティバル……仮装をして歌唱やダンス（審査はありませんが、参加者には参加賞や
抽選で記念品があります）
【当日申込】たまたんとの記念撮影………総合案内にて午前９時30分より整理券を配布します。

イベントのほかにも町施設の無料開放を行います

イベント・無料開放

◆社会体育館トレーニングルーム
７月31日（日）午前９時〜午後９時
◆Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
７月31日（日）午前10時〜午後９時（入場は午後８時30分まで）
◆老人福祉センター
８月１日（月）午前９時30分〜午後４時（入浴は午前10時〜午後３時まで）

事前申込

詳しくはホームページをご覧ください。

※新型コロナウイルスの状況で「入場制限」や「中止」となる場合があります。予めご了承ください。
※感染症対策の詳細は、右記の２次元コード「イベント・無料開放」から各施設の情報をご確認ください。

令和４年度国民健康保険特定健診（集団）のご案内
住民課国民健康保険係 ☎６４−７７０２
対

象

令和４年の国保特定健診（集団７月）は下表の日程です。

40歳〜74歳の国民健康保険加入者
（年齢基準日：令和５年３月31日）

健 診 日

申し込み

不要

内

問診、身体計測、血圧、検尿、採血、
診察、腹囲測定、貧血、心電図、眼底検査

容

持参品

費

用

無料

国保特定健診受診票
（緑色）、保険証

７月12日（火）

受 付 時 間

健診会場

午前８時30分〜10時30分
午後１時30分〜３時

保健センター

７月25日（月） 午前８時30分〜10時30分

※９月は混雑が予想されますので、７月の受診をお勧めします。対象地域でない人も受診できます。
※社会保険加入や転出により、玉村町の国民健康保険の資格がなくなったとき、また人間ドックを受診する人は、国保特
定健診は受診できません。（誤って受診した場合には、健診費用を請求させていただきます）
※国保特定健診と同時に結核・肺がん検診（胸部レントゲン）を受診する場合は、保健センターから送付された結核・肺
がん検診受診票も持参してください。

町有財産（土地）を売払いします
総務課契約管財係（役場３階③番窓口） ☎６４−７７５１
町有地を入札で売払いします。詳しくは、「一般競争入札による町有地売払いのご案内」をご覧くださ
い。町のホームページでも確認できます。
案内の配布・申し込み
土地の概要

７月６日（水）〜28日（木）
（土・日曜日を除く）午前９時〜午後５時15分まで総務課契約管財係
※申込書などはホームページよりダウンロードできます。

下表のとおり

■町有地売払い概要
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入札の実施

所 在 番 地

地 目

玉村町大字下新田58番地1

宅 地

No.614

８月４日（木）午前10時
面

積

地積９９３．８８㎡

入札予定価格 （最低売却価格）
２９，５００，０００ 円

来年４月に小学校に入学するお子さんがいるご家庭へ
入学の流れ

学校教育課

8月

特別支援学校への就学を希望する人は８月中に学校教育課までご連絡ください

9月

教育委員会から就学時健康診断のお知らせがご家庭に届きます
入学予定の小学校を会場

通級教室教育相談

☎６４７７１３

発達・行動に気になることがあるなど、入
学に際し不安を感じることがあれば、
ご相
談ください。
（祝日除く）
受付は、
就学時健康診断時からです。

10月

として就学時健康診断が

11月

就学時健康診断で指摘のあった事項について、治療、再検査などをして入学に備えてください

行われます

10月31日（月）〜11月4日（金）

1月

教育委員会から入学通知書がご家庭に届きます
（入学する学校名、入学式についてお知らせします）
入学予定の小学校から入学説明会のお知らせがご家庭に届きます

2月

各学校で入学説明会が行われます

4月

入学式

入学する町立の小学校はお住まいの住所によって決まります。
（学校区は町のホームページでご紹介しています）
転出・転居する場合は、転出先教育委員会と玉村町の教育委員会（学校教育課）にご連絡ください。
玉村小学校通級指導教室（☎６４−２８５５）では、お子さんのことばやきこえで悩んでいたり、普段の生活に不
安を感じていたりする保護者への相談、支援を行っています。（相談は、上記日程で行います）
その他にも、群馬県総合教育センター・幼児教育センター（☎２６−９２２１）や、中央児童相談所（☎０２７−
２６１−１０００）などでも相談できます。

緊急経済対策住宅等リフォーム支援事業を実施します
経済産業課 商工労働係（勤労者センター） ☎６５−７１４４
町では、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けている地域経済の活性化対策の一環として、住宅関
連産業を中心とした地域経済の活性化を促進するため、町内の施工業者によって住宅などの改築等工事を行う場合
に補助金を交付します。
補助金の対象者

補助金の交付の対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとします。

①町内の住民基本台帳に登録されていること。なお、店舗などの場合は、町内に店舗などがある個人・法人と
します。
②補助金の交付の対象となる者および世帯全員に町税などの滞納がないこと。
③改築等工事について、本町の他の補助金および助成金の交付を受けていないこと。
④玉村町暴力団排除条例第２条第１項第１号から第３号に該当していないこと。
⑤食品衛生法や建築基準法など、法令に違反していないこと。
補助対象となる住宅等および店舗など

①補助金の交付の対象となる住宅などは、補助を受けようとする者が町内に所有するもの。
②補助金の対象となる店舗などは、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業（理容業、美容業、クリー
ニング業等）などの来客型店舗とし、補助金の対象者が自己資金で改装を実施するもの。
③補助対象となる工事は、町内施工業者（町内に事業所を有する個人事業主、または町内に本社または事業所
を有する法人）による改築等工事であること。また、工事は令和5年2月28日までに完了するものであること。
令和4年7月号
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補助金の額

補助対象工事に係る金額（消費税を含む金額とします）の１００分の２０に相当する額とし、その額が20万
円を超える場合は20万円とします。（１，０００円未満切り捨て）なお、補助対象工事が20万円未満の場合は、
補助金の交付対象としません。
補助対象となる改築などの工事

下表に掲げるもののうち、補助金交付決定後に着手した工事とします。

※補助金交付決定前に着手した工事は補助金の交付対象としませんので、ご注意ください。

申請書類

補助金の交付を受けようとする人（以下「申請者」という。）は、改築等工事を着手する前に玉村町緊急経
済対策住宅等リフォーム補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、申請してください。
①玉村町緊急経済対策住宅等リフォーム支援事業補助金交付に係る工事概要
②補助金交付申請において必要となる個人情報確認同意書
③工事請負契約書または見積書の写し
④補助対象工事を施工する箇所の写真
⑤補助対象工事を施工する箇所の図面（写真での確認が困難な場合にのみ添付）
⑥その他町長が必要と認める書類
申請書の受付期間

12月23日（金）まで

対象となる工事の区分
区

分

工

事

な

ど

屋根の葺替え、防水、塗装その他の屋根工事
外 部 工 事

外壁の張替え、塗装その他の外装工事
雨樋の取替え、改修その他の樋工事
サッシおよびガラスの取付け、取替えその他の建具工事
床材、壁材および天井材の張替えその他の内装工事またはタイル工事

内 部 工 事

床材、壁材、天井材の塗替えその他の塗装工事または左官工事
ドアの取替え、襖の表替えその他の建具工事
畳の入替え、表替えその他の畳工事
ユニットバス化、浴槽の取替えその他の浴室工事
システムキッチンの取替えその他の厨房工事

建築設備工事

洗面台、便器の取替えその他の衛生設備工事
給水管、排水管（公共下水道への接続を含む）およびガス管の取替えその他の配管工事
配線、コンセント設置その他の電気設備工事
住宅用火災警報器の設置工事
構造工事、外部工事、内部工事および建築設備工事に関連して行う解体工事
段差の解消、手すりの設置その他バリアフリー化のための工事
基礎、土台、柱、壁その他構造部分の耐震補強工事

その他の工事

二重サッシの設置、断熱材の設置その他断熱化のための工事
ベランダ、バルコニー、テラス、サンルーム、ウッドデッキ工事
（住宅および店舗などと一体になっているものに限る）

シロアリ防除工事（住宅および店舗などに直接係るものに限る）
その他特に必要とする工事

※町の他の制度による補助金などの交付を受けようとするものまたは受けているものは除く。
※電気製品の取り付け工事や倉庫・ガレージなどの改修工事は補助金の対象としません。
※浄化槽から下水道への接続を検討されている人は、補助金を利用し、この機会に接続されることをお勧めします。
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令和４年度は後期高齢者医療被保険者証が２回届きます
住民課高齢者医療年金係 ☎６４−７７０２

有効期限切れの被保険者証は使用しないでください

現在お使いの被保険者証は７月31日（日）まで使用できます。７月中に発送する被保険者証は、８月１日（月）から９月30日
（金）まで使用でき、10月１日（土）から使用できる被保険者証は９月中に発送します。これに伴い、現在お使いの被保険
者証は、８月１日（月）からは使用できませんのでご注意ください。
有 効 期 限
７月中に届く
被保険者証

８月１日（月）〜
９月30日（金）

９月中に届く
被保険者証

10月１日（土）〜
令和５年７月31日（月）

被保険者証の色
水色
だいだい色

また、10月１日（土）から、保健医療機関の窓口
で支払う医療費の自己負担割合が、これまでの「１
割」と「３割」に、新たに「２割」が加わり、「１
割」「２割」「３割」の３区分となります。詳細は
被保険者証に同封される案内をご覧ください。

「限度額適用認定証」、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」も新しくなります
限度額適用認定証対象者

同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上、６９０万円未満の後期高齢者医療制度の被
保険者がいる人（現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ）

限度額適用・標準負担額減額認定証対象者

世帯全員が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ・Ⅱ）

保険医療機関で提示することにより、ひと月の同一保険医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなる「限度額
適用認定証」、ひと月の同一保険医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなり、さらに入院したときの食事代が
減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」も８月１日（月）から新しくなります。昨年度に交付を受けている人で、
引き続き対象になる人には新しい被保険者証とともにお送りします。
※新規に「限度額適用認定証」、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける場合の申請は、随時受け付けて
います。有効になるのは、申請月の１日からです。

後期高齢者医療保険料のお知らせ

◎ 令和４年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。

７月中旬に、後期高齢者医療制度に加入している皆さんに今年度の保険料額決定通知書を発送します。通知は個
人ごとに送付されますので、お手元に届きましたらよく確認していただき、納付書で納付する人は保険料の納め忘
れがないようにしてください。

◎ 後期高齢者医療保険料を年金から差し引かれている人でも口座振替に変更できます。

現在、保険料を年金からの差し引きで支払っている人も、申請により口座振替に変更することができます。口座
振替で支払った保険料は、確定申告の際、支払った人の保険料控除に適用されます。それにより、世帯の所得税や
住民税の負担が軽くなる場合があります。
※口座振替への変更には申請が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の継続手続きをする皆さんへ
子ども育成課（役場3階②番窓口）☎６４−７７１９ ／ 健康福祉課 （役場1階③番窓口）☎６４−７７０５
児童扶養手当の受給者は現況届を、特別児童扶養手当の受給者は所得状況届を提出してください。
この届け出は11月から令和５年10月まで手当を引き続き受ける資格があるかを審査するもので、届け出が遅れる
と11月以降の支給が停止になる場合があります。児童扶養手当の受付期間は８月１日（月）〜31日（水）まで、特
別児童扶養手当の受付期間は８月12日（金）〜９月13日（火）までです。
集中受付期間
持参品

○児童扶養手当……８月２日（火）〜17日（水）

○特別児童扶養手当……８月12日（金）・17日（水）

手当証書、世帯全員の住民票（無料交付します。ただし、特別児童扶養手当のみの受給者は不要です）など。

※手続きが必要な人には通知しますのでご確認ください。
令和4年7月号
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令和５年
4月1日

町 職 員 の 募 集 を行います

採用予定

総務課（役場２階⑥番窓口） ☎６４−７７１２

行政職員募集概要
職 種

一 般 事 務

採用予定人数

受験資格（年齢要件）

３人
４人

平成4年4月2日〜平成16年4月1日までに生まれた人
平成5年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人

保

育

士

２人

昭和62年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人で、保育士お
昭和61年4月2日〜平成14年4月1日までに生まれた人で、保育士およ
よび幼稚園教諭の双方の資格を有する人または令和5年3月31日までに
び幼稚園教諭の双方の資格を有する人または令和4年3月31日までに取
取得見込みの人
得見込みの人

保

健

師

１人

平成5年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で保健師資格を
有する人または令和5年3月31日までに取得見込みの人

社会福祉士

１人

昭和51年4月2日から平成８年4月1日までに生まれた人で、社会福祉
士資格を有する人（社会福祉士としての「平成24年4月1日から令和4
年3月31日までの10年間に実務経験が通算5年以上ある人」）。

※次のいずれかに該当する場合は受験することができません。

①日本国籍を有しない人
②地方公務員法第16条に該当する人（以下のいずれかに該当する人）
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
・玉村町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
・日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
し、またはこれに加入した人
※保育士・保健師で資格取得見込みの人は、採用試験合格後に受験資格に定められた資格を取得できな
い場合には、採用される資格を失います。
申込書配布期間 …………７月11日（月）〜29日（金） 平日の午前８時30分〜午後５時15分
申込受付期間 ……………７月19日（火）〜29日（金） 平日の午前８時30分〜午後５時15分
※総務課職員係（役場２階⑥番窓口）にて配布および受付を行います。
試験日程
【一般事務・保健師・社会福祉士】
第１次試験 ９月18日（日）
第２次試験（１次試験合格者のみ） 10月中旬
第３次試験（２次試験合格者のみ） 11月上旬
試験会場

【保育士】
第１次試験 ９月18日（日）
第２次試験（１次試験合格者のみ） 10月下旬

玉村町役場または玉村町文化センター

郵送による申込手続

宛先 〒３７０−１１９２ 玉村町大字下新田２０１番地

宛
申込書の
請
求

申込書の
提
出

先

封

玉村町役場
筒

同封するもの

「一般事務採用試験申込書郵送依頼」
「
、保健師採用試験申

返信用封筒
込書郵送依頼」、
「 社会福祉士採用試験申込書郵送依頼」、 （角型2号サイズ・120円
切手を貼り送付先を記入
または
「保育士採用試験申込書郵送依頼」
と朱書きしてくだ
したもの）
さい。 ※職種は必ず記入してください。

「一般事務採用試験申込書在中」
「
、保健師採用試験申込書

在中」
「
、社会福祉士採用試験申込書在中」
、または
「保育士
採用試験申込書在中」
と朱書きし、簡易書留で郵送して

ください。 ※7月29日
（金）
の消印有効
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返信用封筒
（受験票が入る大きさ・84
円切手を貼り送付先を記入
したもの）

女川町との「つながり」

ごみ減量意識を高める

東日本大震災以降、継続的な被災地支援で親交を深め
てきた宮城県女川町との友好を記念する碑を女川町役
場の敷地に建てられました。記念碑の周りには、玉村
町の花である「マリアカラス」と女川町の合唱団と同
じ名前の「ソレイユ」の２品種のバラが植えられまし
た。両町の長年の「つながり」を確かめ合うとともに、
今後も女川町との交流を続けていくと誓いました。
玉村町民の皆さんも記念碑と２品種のバラを鑑賞しに
女川町を訪れてみてはいかがでしょうか。

ごみ減量意識を高めていただくため、５月30日の「ご
みゼロの日」にちなみ、毎年５月の最終日曜日にごみ
処理の様子を住民の皆さんに直接見ていただくクリー
ンセンター見学会が開催されました。来場者は、ごみ
焼却施設、リサイクル施設をまぢかに見られる「施設
見学スタンプラリー」などに参加しました。
今後とも、ごみ減量とリサイクルのご協力をお願いし
ます。

学生への食料支援

自然を感じ、心身が安らぐ憩いの森

群馬県立女子大学の学生へ食糧支援として、地元産の
イチゴとアルファ米の無料配布が行われました。
イチゴは町内の観光農園「フレッシュベリー」、アル
ファ米は高崎行政県税事務所から提供されました。コ
ロナ禍の学生を励まそうと、イチゴを５、６個ずつに
分けた４５０パックが配布され、受け取った学生は感
謝と喜びの様子でいっぱいでした。

「岩倉自然公園水辺の森を愛する会」と地域ボランテ
ィアの皆さんが、より豊かな自然と生態系が育まれる
自然公園を目指して、森の保全活動に取り組んでいま
す。この日は、公園の草刈りやゴミ拾いなどの清掃を
行い、子どもたちや多くの人々が森と触れ合う機会を
次世代につなぐための活動の一環となりました。

令和4年7月号
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重田家住宅の歴史を学ぶ

ばらまつり開催！
！

国登録有形文化財である重田家住宅の土地・建物が町に
寄贈されたことに伴い、小泉区の皆さんを対象とした見学
会が５月15日に開催され、内部の様子が公開されました。
ガイドたまむらの会の皆さんが参加者に建物と重田家の歴
史をわかりやすく案内し、明治から昭和にかけての地方の
医家の暮らしを知ることができる貴重な見学会となりまし
た。
参加者は、気になることを積極的に質問したり「資料だけ
でなく時代背景やエピソードが聞けたのでわかりやすかっ
た」と重田家住宅の歴史を深く学んでいました。

町の花である「ばら」の魅力を発信するため、５月22
日に「ばらまつり」が文化センターにて開催されまし
た。会場には約１００種２００本のばらが華やかに咲
き誇り、来場者の皆さんを魅了しました。
また、手入れ方法を紹介するコーナーや寄せ植え教室、
石鹸をばらの形に彫刻するソープカービング教室など
が行われたり、ぐんまジュニアオーケストラ・レオク
ラブによる演奏会が実施され、会場は大いに盛り上が
りました。

「５３０運動」実施！！

最先端技術に興味津々

上陽小学校地区地域支え合いネットワーク会議（上陽元
気村）では、５月30日に「ゴミゼロ」と題し、38人が自宅か
ら「見守りウォーキング」をしながら、ゴミを拾って老人福
祉センターまで散歩をする取り組みを行いました。
各小学校地区においても、社会参加を通じて介護予防を
促進することと、困りごとをみんなで支え合える体制づくり
を現在は「見守り」活動を通して実施しています。

玉村町公民館は、小学校３〜６年生を対象とした「ド
ローン体験会」を５月15日に実施しました。当日は、
24人の参加者が「ドローンが何に使われているか？」、
「ドローンを飛ばすときの約束」、「ドローン飛行の
プログラミングや操縦」などを学びました。
「楽しい！」「おもしろい！」と目を輝かせながら積
極的に質問するなど最先端技術に触れました。
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寝相アート作家

みやざわりょうこ さん
子育てを楽しく！

５月 日︑町子育て支援セ
ンターで寝相アート教室が開
催されました︒赤ちゃんを寝
かせてさまざまな背景と一緒
に撮影し︑子育てを楽しむ寝
相アート︒その講師を務める
のが︑玉村町出身のみやざわ
りょうこさん︒
﹁ 子 どもが生 まれたあ と︑
ガ
ーゼで作った文 字 を作 り︑子 ど
もを記 念 撮 影したのが寝 相ア
ートのきっかけ﹂と話します︒
自身のSNSでその写真を
公開したところ︑反響が大き
くなり︑瞬く間にアートが皆
さんに知られるようになった
といいます︒
﹁子育て中の皆さんのちょ
っとした息抜きになってほし
22

い﹂と自身の経験から話をす
るみやざわさん︒
各地で活躍していますが︑
玉村町では︑地域子育て支援
センターや児童館で講師を務
めることが多くなっています︒
﹁寝相アートに参加してもら
うことで︑子どもと家族みん
なが毎日を楽しく過ごせる機
会を作りたい﹂と話し︑﹁今
後玉村町でも活躍の場をさら
に広げていきたいので︑皆さ
んでぜひご参加ください﹂と
抱負を語ってくれました︒

寝相アート作家。第一子誕生を機
に寝相アートを始め、オンライン書
店e-hon第１回寝相アートコンテス
トで特別賞受賞。全国各地で寝相
アートの写真撮影・個展の開催・企
業デザインなどを手掛け、子育ての
新しい楽しみ方を広
めている。
詳しくは
寝相アート.com

検索

ダイヤモンド婚（結婚60周年）・金婚（結婚50周年）の記念事業申込のお知らせ
ダイヤモンド婚（結婚60周年）・金婚（結婚50周年）記念事業として、役場２階
応接室において、石川眞男町長より「慶祝状」ならびに「記念品」を贈呈します。
下記の期日に婚姻届けを提出されたご夫婦が対象です。申請方式になりますので、
該当と思われるご夫婦は申請をお願いします。
対象者

町内在住で、次の期間に婚姻届を出されたご夫婦
☆ダイヤモンド婚……昭和36年４月２日〜昭和37年４月１日
☆金婚…………………昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日

慶祝状および記念品贈呈日
申請方法
申請期限

健康福祉課
☎６４−７７２１

11月

贈呈場所

役場２階応接室

式典に参加希望のご夫婦は、健康福祉課へお電話ください。その後、
『申込書』と返信用封
筒を郵送しますので必要事項をご記入の上、ご返送ください。

８月31日（水）
※他市町村に本籍がある人は、対象者ご本人が戸籍謄本を取得し、返信用封筒に申込書と取得していた
だいた戸籍謄本を同封してください。
※昨年度申込期限後に申し込みをご希望されたご夫婦も対応しますのでご連絡ください（下記参照）。
☆ダイヤモンド婚……昭和35年４月２日〜昭和36年４月１日
☆金婚…………………昭和45年４月２日〜昭和46年４月１日

令和4年7月号
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耐震、省エネ、バリアフリーリフォームにおける固定資産税の減額措置

３月31日で終了する予定だったこの措置が２年間延長されました。耐震改修工事や省エネ改修工事、バリア
フリー改修工事を行った場合、一定の要件を満たすことで固定資産税が減額されます。なお、減額の適用には
町への申請が必要です。

耐震改修工事

省エネ改修工事

バリアフリー改修工事

工事期限

令和６年３月31日まで

令和６年３月31日まで

令和６年３月31日まで

減額期間

1年間

1年間

1年間

減額の
概要

改修した住宅の翌年度分の固定資産税
額の2分の1を減額（120㎡相当分まで）
・長期優良住宅の認定を受けて改修した場
合、改修が完了した翌年度分の固定資産
税額の3分の2を減額（120㎡相当分まで）

改修した住宅の翌年度分の固定資産税
額の3分の1を減額（120㎡相当分まで）
・長期優良住宅の認定を受けて改修した場
合、改修が完了した翌年度分の固定資産
税額の3分の2を減額（120㎡相当分まで）

改修した住宅の翌年度分の固定資産税額の
3分の1を減額（100㎡相当分まで）

・昭和57年１月１日以前から所在す
る住宅であること
・併用住宅の場合は居住部分の割合
が２分の１以上であること

・平成26年１月１日以前から所在する
住宅であること
・賃貸住宅でないこと
・併用住宅の場合は居住部分の割合が
２分の１以上であること
・改修後の床面積が50㎡以上280㎡以
下の住宅

・新築された日から10年以上経過した住宅であること
・賃貸住宅でないこと
・併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること
・改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅
・次のいずれかに該当する人が居住していること
①65歳以上の人（改修工事が完了した年の
翌年の1月1日現在での年齢）
②介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
③障がいのある人

現行の耐震基準に適合する耐震改修
工事であること

次の①の工事、または①と併せて行う
②から④の工事で、改修部位が現行の
省エネ基準に適合すること
①窓の断熱工事 ③天井の断熱工事
②床の断熱工事 ④壁の断熱工事

次の①から⑧のいずれかの工事であること
①通路などの拡幅 ⑤手すりの取り付け
②階段の勾配の緩和 ⑥段差の解消
③浴室改良
⑦出入口の戸の改良
④便所改良
⑧滑りにくい床材料への取り替え

費用要件 ※2

改修工事費用50万円超

改修工事費60万円超

改修工事費用50万円超

申請手続

工事完了後３カ月以内に、必要書類を税務課資産税係に提出してください。なお、必要書類については、お問い合わせください。

家屋の
適用要件

改修工事の
要件

※1

※３

いずれの減額制度とも、他の減額制度との併用はできません。ただし、省エネ改修の減額とバリアフリー改修による減額は併用して適用を受けることができます。
※１ 特に重要な避難路として指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修工事は２年間減額されます。
※２ 耐震、省エネ、
バリアフリーに関係のない工事費は含まれず、
さらに補助金などを差引いた額となります。
※３ 工事費が50万円以上60万円未満の場合、太陽光発電などの省エネ改修と合わせることで60万円を超えると対象になります。

住民課高齢者医療年金係 ☎６４７７０２

保険料免除の申請は、原則として毎年必要です
国民年金には、保険料を納めることが困難な場合に、保険料が免除または猶予（50歳未満の人）される
制度があります。免除には全額免除や一部免除（３/４免除、半額免除、１/４免除）があります。ただし、
一部免除が承認された場合は、残りの保険料を納めないと未納と同じ扱いになります。猶予は全額の保険
料が猶予されます。
免除や猶予の申請は、本人・配偶者・世帯主（猶予では世帯主は除かれます）の前年所得を基準に審査
が行われ、所得に応じて保険料の免除または猶予が承認されます。
保険料の免除または猶予の申請は原則として毎年必要ですが、全額免除および猶予については、翌年度
以降分もあらかじめ申請（継続申請）することができます（失業などによる理由を除く）。
今まで全額免除または猶予の承認を受けていて継続申請をしていない人、一部免除の承認を受けていた
人は、６月で承認期間が切れています。引き続き免除などを希望する場合には申請が必要です。忘れずに
申請の手続きをしてください。
お問い合わせ
前橋年金事務所
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☎０２７−２３１−１７０６

玉村町なんでも福祉相談

どこに相談したらよいか分からないといった地域の人の生活上の困った事や福祉に関する困りごとを受け止める役
割を担う所です。お気軽にお問い合わせください。費用は無料です。ご相談は本人でなくても構いません。
役 場

住 所

健康福祉課
（1階③番窓口）
子ども育成課
（3階②番窓口）

TEL

FAX

61−8131
下新田201

64−7719

社会福祉法人

住 所
飯倉59

玉風会
（にしきの園）

65−2592

グリーンハート
（タマビレッジ） 上新田640‐1

65−2592

TEL

FAX

64−6666

20−4141

30−2311

30−2312

玉村町社会福祉協議会

下新田602

65−8864

65−9666

玉村町障害者福祉センターのばら

福島965

64−5811

65−9737

「ちょこっと福祉の相談所」が増えました

町内には、たくさんの専門家がいます。得意分野について地域の人から相談を受け、必要な情報提供・支援を行う
所です。困りごとはちょこっと相談してください。ご相談をする際には、事前にご連絡を入れてください。
地 区

得意分野・相談分野

事業所名

住

下新町602
まちなか交流館２階

11：30〜13：30
75−5211
（NPO法人おたがいさま）
毎月第1土曜日

板井908‐90
板井西部公民館

10：00〜12：00
毎月第3土曜日

樋越785‐1
よつば介護支援センター内

61−9337
（FAX共通）
11：00〜14：00
（よつば介護支援センター）
毎月第2土曜日

下新田

子育てに関すること

『子ども食堂』
まちなかｄｅごはん

板

井

子育てに関すること

『子ども食堂』
板井子ども食堂

樋

越

子育て・介護・障害児
が地域で暮らすこと

『子ども食堂』
キッチン ぷぅ〜

所

相談時間など

連

絡

先

65−7758
（ふれあいの居場所ふれんど）

上記以外にも12カ所の相談所が町内にあります。詳しくは町ホームページをご覧ください。
ちょこっと福祉の相談所になって頂ける事業者を、随時募集しています。ご協力いただける事業者様
は、連絡をお待ちしています。ちょこっと福祉の相談所は、福祉分野にとらわれず、専門分野について
地域の生活上の困りごと解決のお手伝いをしていただきます。

「女子大のとびら」

群馬県立女子大学 ☎ 6 5 ー 8 5 1 1

国連「持続可能な開発目標（SDGs）」と５つのP
近年、テレビや書籍、インターネットなど様々な場面で、
「持続可能な開発目標」または「SDGs（エス・ディー・ジー
ズ）」という言葉を耳にする機会が増えています。ご存じの
方も少なくないと思います が、「持 続 可能な開 発目標
（SDGs）」は2016年から2030年までに達成すべき国際社
会の目標であり、2015年９月に国連で採択されました。17の
目標があり、各々にターゲットと呼ばれる具体的な課題目標
（合計169）が設定されています。さらに各ターゲットの達
成度合いを計測するための指標（合計231）も指定されてい
ます。実際には、国連加盟国・地域すべてについて全指標
のデータを集めるのは極めて困難ですが、年々より多くの正
確なデータが集まってきています。
目標は17、ターゲットは169にも及びますから、それらの
達成状況を知る際には「５つのＰ」と呼ばれる重要なテーマ
ごとに把握するのが便利です。５つのＰは、
「①People（人
間らしさ）、②Planet（地球環境）、③Prosperity（繁栄）、

国際コミュニケーション学部 准教授

布田 朝子

④Peace（平和）、⑤Partnership（パートナーシップ）」の
総 称で、持続可能な開発目標（SDG s）を発 表した文 書
（2030アジェンダ）でも言及された重要な５つの分野を指し
ます。経済協力開発機構（OECD）という国際機関によると、
①は目標１〜５、②は目標６・12〜15、③は目標７〜11、④は
目標16、⑤は目標17に対応します。
最新の報告書によると、日本は③（繁栄）の分野での達
成状況が良い一方、①のうちジェンダー参画や②（地球環
境）の分野で課題が多いようです。②（地球環境）や③（繁
栄）のうち、気候変動やエネルギー関連の目標（目標７や目
標13など）に関連して、2020年に日本政府は「2050年まで
に脱炭素社会の実現」をするという目標を掲げました（カー
ボンニュートラル宣言）。これを受けて本学でも、昨年から
学生・教員・職員が協力して対応を検討中です。これについ
てはまた別の機会にお知らせできたらと思っています。

令和4年7月号
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町民陸上記録会を開催します
次の日程にて町民陸上記録会を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。
期日

種目

８月27日（土）

時間
場所

午前９時〜

性別

開会式

参加資格

男

総合運動公園陸上競技場

参加費

玉村町内在住・在学者

子

表彰

無料

30歳以上

各種目とも全員に記録証
７月28日（木）〜８月19日（金）までに

スポーツ振興室（社会体育館内）へお申込みくだ

子

さい。

女

申込期間

［８月１日（月）、８日（月）、15日（月）は休
館日のため、受け付けは行いません］
受付時間

種
別
小学生
中学生
29歳以下

小学生
中学生
29歳以下
30歳以上

種

目

１００ｍ
１００ｍ・１５００ｍ・走幅跳
２００ｍ・１５００ｍ・砲丸投
１００ｍ・１５００ｍ・
走幅跳（30代のみ）・砲丸投
１００ｍ
１００ｍ・８００ｍ・走幅跳
２００ｍ・１５００ｍ・砲丸投
１００ｍ・１５００ｍ・砲丸投

午前９時〜午後９時

問い合わせ

スポーツ振興室

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止または延期になる場合がございます。申し込み前にスポー
ツ振興室までご確認ください。

カヌー教室参加者募集
期日

〜カヌーであそぼ！〜

時間

８月６日（土）、７日（日）

場所

午前９時〜午後１時（昼休なし）
玉村小学校プール

内容

初心者を対象にした用具の説明・乗降およびパドル操作・水上や水中での心得を、実技実演で指導しま

す。
対象
定員

小学３年生以上の町内在住・在勤者

※未成年者の申し込みには保護者の同意が必要です。

各期日先着10人（両日参加は不可）

参加費

１００円（保険料として）

受付期間

７月５日（火）午前９時から７月22日（金）午後９時まで

［７月11日（月）、18日（月）は休館日のため、受け付けは行いません］
申込方法

問い合わせ

スポーツ振興室（社会体育館内）へお申し込みください。
スポーツ振興室

スポーツ振興室
（社会体育館内）
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午前9時〜午後5時 休業日（土・日曜日、祝日）

毎日がワクワク！ 玉村町の小学１年生
ピカピカのランドセルと一緒に入学式を迎えた１年生も、小
学校生活の３カ月が過ぎました。最初は戸惑うことも多かった
小学校生活ですが、上級生のお兄さんお姉さんや先生方、地域
の皆さんに支えられながら、今では学校生活にも慣れて様々な
活動に積極的に取り組んでいます。今回は、入学してから毎日
元気よく生活している１年生の様子を紹介します。

１年生を 迎える会。校
歌を教えてもらいました。

https://www.town.tamamura.lg.jp/

休み時間には上級生が一緒
に遊んでくれました。
今日の朝は読み聞かせです。
何を読んでくれるのかな？
今日の給食は大好きなから
あげだ。
上手に配れるかな。

花の種をまきました。
早く花が咲いてほしいなあ。

町の小中学生の様子は各学校の
ホームページに掲載されています。
こまめに更新されていますので、
学校での成長の様子をぜひご覧く
ださい。

算数では、たしざんを勉強
しています。

交通指導員さんや地域の
皆さんがいるから登下校
も安心です。
いつもありがとうござい
ます。

令和4年7月号
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教育支援センター「ふれあい」
令和４年４月から「教育相談室・適応
指導教室」は「教育支援センター」に
名称を変更しました。

〔 教育相談 〕
子供の心の問題やことばや聞こえ、
情緒面での心配、お子さんの教育な
どの悩みなど、一人で悩まずにお気
軽にご相談ください。
月〜金曜日 ９:００〜１６:００
☎６５−００８１
来所相談も実施しています。
住所 下新田１８７番地

〔 教育支援 〕

学校に行きたくても行けずに困って
いる小中学生の不安や悩みを受け止
め、心が触れ合う喜びを体験する場
です。
月〜金曜日 ９:００〜１５:００
☎・ ６５−００９１

夢叶える冒険者たち、すてきな旅に出かけよう！
− 深めよう！

たどり着きたい未来に向かって −
芝根小学校

タイトルは、本校で掲げた学校経営のスローガンです。夢を叶えるために、失
敗を恐れずに、積極的に活動しようという思いが込められています。
今年度の教育構想では、キーワード「深める」を掲げています。
①わくわくする学び
「深めよう！ 考えて・比べて・表す力」
②ぽかぽかする心
「深めよう！ 仲間の絆と未来へつながる力」
③ぐんぐん伸びる元気 「深めよう！ 安全安心な生活と健康な身体を基に」
また、玉村町では「ＴＡＭＡＭＵＲＡ ＤＲＥＡＭ ＰＬＡＮ〜未来の学校教
育の創造〜」を掲げて、各学校園チャレンジを推進しています。本校では「夢叶
える冒険者応援作戦」をテーマに、挑戦が始まりました。概要は、次の通りです。
◎「個別最適な学び」と「協働的な学び」の推進
★モジュール授業の活用による基礎学力の定着
★スマイルドリルの活用による基礎学力の定着
★協働的な学びの視点を生かした生活科授業の実践
★スマイルノートを活用した協働的な学びの充実

◎あたたかい眼差しと言動に包まれた学校づくり、夢や希望を育むキャリア教育の推進
★一人一人のよさを生かした学級経営
★児童の主体性を引き出す行事の開催
★夢叶える冒険の地図の作成、実践
★ＳＯＳの出し方・受け止め方

役場西側

〔 通級教室 〕
ことばの誤り・ことばの繰り返し・
ことばの発達が遅い・落ち着きがな
い・人とうまく関われない・学習に
偏りがあるなどの相談や指導をする
教室です。
月〜金曜日

【学級担任】
【各担当】
【管理職】
【特活主任】

玉村町では、夢や希望につながる４つの力を、
「人とかかわる力」、
「自分を見
つめる力」、
「課題をやりぬく力」、
「未来をかなえる力」として位置付けていま
す。
このことを受けて、次のような実践をしています。まず、始業式で「なりたい自
分を見つける」、
「大好きな自分をつくる」と、児童に伝えました。次に、朝礼で
「夢や未来につながる４つの力」と「みんなの夢」の話をしました。そして、３年
生以上の児童は、
「夢叶える冒険の地図」を作成し、５月中旬からチェック表を
使って、努力を積み重ねています。みなさんも、たどり着きたい未来に向かって、
夢叶える冒険をしてみませんか。

８:３０〜１７:００

＜問い合わせ先＞
幼 児 ☎２０−４５００
小学生 ☎６４−２８５５（玉小内）
中学生 ☎６５−２０１９（玉中内）
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【学力向上】
【学力向上】
【研修主任】
【研修主任】
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【わくわくした学び】
タブレットで漢字学習

【ぽかぽかする心】
１年生を迎える会

【ぐんぐん伸びる元気】
栄養教諭による給食訪問

﹃植物の苗や種を育てよう﹄
５月 日︵水︶に︑
野菜の苗植
え＆ 種 ま き を 行いまし た ︒ジョ
ウロとスコップを片手に﹁えいえ
いおー﹂と畑に出発！ 子 ども
た ち に 苗 を 見 せ る と﹁ 小 さ い
ね﹂
﹁なんの苗かな？﹂
﹁ 早く植
えよう♪﹂と嬉しそうに観察し
ていました︒ポット から 苗を出
し実際に触れる手からは︑優し
さが伝わり苗を大切に扱い植え
ることができました︒植えた後
には︑﹁大きく育ちますように！
おいしい 野 菜 が 実 り ま す よ う
に！﹂とお空へお願いしました︒

今月は 南児童館 です
11

▲ポットから苗を出してみました♪

「えいえいおー！」と気合十分で、畑に向かいます

8月の児童館の主な行事
上陽児童館
64-6565
西児童館
65-1137
中央児童館
64-1400
南児童館
64-7654
健康の森児童館
64-6600

なつやす

き かん

ほう か ご

じ どう

せんよう

ぎょうじ

夏休み期間は放課後児童クラブ専用となるため、行事はありません。
10:30〜

８/３（水）14:30〜

えい が かい

映画会
なつやす

き かん

ほう か ご

じ どう

せんよう

ぎょうじ

なつやす

き かん

ほう か ご

じ どう

せんよう

ぎょうじ

夏休み期間は放課後児童クラブ専用となるため、行事はありません。
夏休み期間は放課後児童クラブ専用となるため、行事はありません。
そと

あそ

みず

お外で遊ぼう！ 水でっぽう

８/14（日）13:40〜

詳しいことは児童館だよりをご覧になるか、直接お問い合わせください。

ごあんない
上陽・西・中央・南児童館
利用時間…平 日 10：00〜18：00
土曜日 10：00〜17：30
休館日……日曜日・祝日・年末年始
※西児童館のみ土曜日も休館。
※臨時に休館する場合もあります。
健康の森児童館
利用時間……10：00〜18：00
休館日………月曜日・年末年始
健康の森児童館について
詳しくは、
こちらをご覧ください

下新田176（第１保育所内） 30−6601
電子メール: kosodate@town.tamamura.lg.jp
☆赤ちゃんの日
日時 午前10時〜11時30分
・8月17日（水）終日（この日は、８カ月までの赤ちゃ
んのみの利用になります）
・8月26日（金）終日（この日は、15カ月までの赤ちゃ
んのみの利用になります）
対象 上記の赤ちゃんと保護者（町内在住）
※町保健師参加［８月17日（水）のみ］
☆『栄養士さん、歯科衛生士さんとおしゃべりタイム』
日時 8月31日（水） 午前10時〜正午
対象 町内在住の未就学児と保護者
・栄養士さん、歯科衛生士さんに支援センターにて、
離乳食や子どもの食事面・歯磨きや口腔内などのお
話をしませんか？

☆『ウエルカム！ 妊婦さん』
プレママ、プレパパも、ぜひご利用ください。お待
ちしています。
日時 月曜日〜金曜日
午前９時〜正午／午後１時30分〜４時
☆赤ちゃんの日の様子です。
「はじめまして！ おともだち ハイ ポーズ」

☆8月のたまたんサンデーはお休みです。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止になる場合があります。
令和4年7月号
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受付時間
４か月児健診

８ 月18 日
（木）
令和 ４ 年 ４月生
（火）
８ 月23 日

１０か月児健診

（木）
８ 月25 日
令和 ３ 年 10月生
（火）
８ 月30 日

歯っぴぃスマイル相談

（火）令和 ３ 年 ５月生 午前 ※個人通知をご確認ください
８ 月９ 日

午後

※個人通知を
ご確認ください

（水）令和 ２ 年 12月生
１歳６か月児健診 ８ 月10 日

午後

２歳児歯科健診

（木）令和 ２ 年 ５月生
８ 月４ 日

３歳児健診

（水）令和 元 年 ５月生
８ 月３ 日

子育て・離乳食
相談

（月） ※完全予約制
８ 月１ 日

はじめての
離乳食講習会

離乳食を開始する時期
（火） のお子さんと保護者
８ 月23 日
前日までに予約

のびやか発達相談

月１回実施。日時については、電話予約時に相談

事前に電話予約

※個人通知を
ご確認ください

午前・午後

※予約時に要相談

午前

※予約時に要相談

毎月第１日曜日は「健康の日」です。家族そろって、健康づくりに取り組みましょう。
毎月19日は「家族でいただきますの日」〜食卓は豊かな心と体をはぐくみます〜
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、各種健診・相談事業を変
更または中止する可能性があります。ご理解とご協力をお願いします。

パパママ教室

要予約

日時 ８月26日（金）午後６時45分〜９時
場所 保健センター
受付時間 午後６時30分〜６時45分
内容 妊婦体験・ビデオ上映・ミニ講話・赤ちゃんの沐浴実習
持ち物 母子手帳・動きやすい服装
定員 10組（ご夫婦で参加してください）
申込方法 ８月19日（金）までに来所または電話

母親学級

要予約

受付時間 午前９時20分〜９時30分
時間 午前９時30分〜正午
場所 保健センター
申込方法 ７月29日（金）までに
来所または電話

「おやこの料理教室」を開催します

親子で楽しく参加できる「おやこの料理
教室」を企画しました。参加をご希望の人は
保健センターまでお申し込みください。
期日 ①８月２日（火） ②８月５日（金）
③８月８日（月）
※３日間のうちお好きな日を選択してくださ
い。
時間 午前９時30分〜午後１時
場所 保健センター ２階和室・調理室
内容 食育のお話、調理実習（手打ちうどん、
その他数品）
持ち物 エプロン、三角巾
参加費 親子ペアで３００円（こども１人追
加＋１００円）
対象者 町内在住の年長児〜小学生と保護者
定員 各日、先着４組
申込期間 ７月15日（金）〜26日（火）
※期間内であっても定員になり次第締め切り
ます。
２日目

８月22日（月）

自己紹介
赤ちゃんのお世話と沐浴実習

母と子のお口の健康、妊娠中の栄養につ
いて、お産の経過と呼吸法、子育て支援
センター紹介

持ち物

母子手帳、筆記用具、
飲み物（水分補給用）

母子手帳、初日に配布したテキスト、楽
な服装（ズボン）
、飲み物（水分補給用）

夏休みがチャンス！
お家で食育しませんか

食育とは⁝食育基本法より
・生きる上での基本であっ
て︑知育・徳育・体育の
基礎となるもの
・様々な経験を通して﹁食﹂
に関する知識と︑﹁食﹂
を選択する力を習得し︑
健全な食生活を実現する
ことができる人間を育て
ること

No.614

８月はフリートークをしましょう。普段感
じていることや困っていることなどお話して
みませんか？
日時 ８月22日（月）午後１時30分〜２時30分
場所 保健センター ２階和室
対象者 町内在住のこころの病を抱える人、
ご家族
※申込不要。参加費無料。直接お出かけくだ
さい。

８月５日（金）

初級編 一緒に買い物に行
こう！︵０歳〜︶
スーパーで旬の食材を探
す︑売り場にあるポップを
見るなどすることで知識を
深めましょう︒地場産野菜
のコーナーでは︑地域で採
れる野菜が分かります︒

17

こころの病を抱える人とそのご家族の
ための「おしゃべり会」

内 容

中級編 野菜を育ててみよ
う！︵２歳ころ〜︶
ホームセンターなどで︑
野菜やきのこの栽培キット
が販売されています︒ぜひ
試してみてください︒野菜
が育つ過程を知ることは好
き嫌いの改善にも役立ちま
す︒

上級編 料理をイチからつ
くってみよう！︵ 歳こ
ろ〜︶
献立を考え︑買い物︑調
理とすべて任せてみてはい
かがでしょうか︒失敗する
ことも大事な経験になりま
す︒
10

１日目

各種健診のお知らせ

文化センター ニュース

一般書のおすすめ
９．11テロ事件、バリ島テ
ロ、ダイアナ元妃の事故な
ど、２万３千人の検視・解
剖を手掛けた法医学者が見
てきた「死」とは―。ミス

不自然な死因

イギリス法医学者が見てきた死と人生

テリーを超える究極のノン
フィクション。

ながさわ

リチャード・シェパード 著 長澤あかね 訳
【TRC MARC】

大和書房

児童書のおすすめ
誰もが民族衣装を着ていた
頃のこと。町なかの「三叉
路」に初めての洋服店がで
きた。その名も「サンサロ洋
服店」。お店のあるじはドッ

サンサロようふく店
はやしきりん

アンゼソン 作・絵 林木林 訳
TOY Publishing
対象 ３歳〜小学２年生

クさん。通る人たちはみん
な珍しがり…。親子３世代
で紡いでいく、韓国の洋服
店のお話。ボローニャ国際
児童図書展・ラガッツィ賞オ
ペラプリマの部（2020年）
【TRC MARC】

ミニシアターを開催します
上映日 ８月18日（木）
開場 午前９時15分
開演 午前９時30分
作品名 「ユナイテッド９３」
（日本語吹替111分）
場所 文化センター研修室３
（入場無料）
定員 15人（当日受付・先着順）
※中止になる場合には、図書館ホー
ムページや館内掲示にてご案内し
ます。
●利用時間
平日
９：30〜19：00
土・日曜日
９：30〜17：00

１日、８日、11日、
15日、22日、25
日、29日

毎週水曜日の読み聞かせを再開しました
時間 午前11時〜／午後３時〜（各約30分間）
場所 図書館内絵本コーナー
午前は０〜２歳児、午後は３歳児以上向けとなりますが、ど
なたでも参加できます。
※土曜日の読み聞かせは引き続き当面の間中止します。感染拡
大状況により、急遽中止になる場合があります。

図書館たんけんクイズ

夏休み本の福袋

クイズをときながら、図書館を探検しよう！

日時 ７月22日
（金）
〜８月10日
（水）
の図書館開館時間内
対象 幼児〜小学６年生 ※幼児〜小学１年生は保護
者同伴でお願いします。
受付 図書館カウンター ※事前申込不要

夏の読み聞かせ会

図書館ボランティアによる季節の読み聞かせ会で
す。夏にちなんだ絵本や紙芝居が盛りだくさん！

日時 ８月７日（日）午前11時〜（30分程度）
会場 文化センター２階 図書館集会室
対象 どなたでも参加できます。

文化センターの
年間行事予定はこちらから

8月の休館日

今年度も図書館職員が選んだ本３冊を詰め合
わせた「夏休み本の福袋」を子ども向けにご
用意します。どんな本が入っているか、ドキドキわ
くわく！ 普段自分では手に取らない本との出会い
が待っています。図書館内に特設コーナーを設置し
ます。貸出に必要な図書館利用カードを必ずご持参
ください。

日時

７月21日（木）午前9時3 0 分から貸出開始
（福袋がなくなり次第終了）
会場 図書館 特設コーナー
対象 ５〜６歳児、小学生低学年・中学年・高学年、
中学生
数量 各５袋 計25袋（先着順、ひとり一袋まで）

玉村町公民館 イベント・講座情報
公民館 ☎６５２３５４

公民館では各種講座、イベ
ント情報を町ホームページで
お知らせしています。
玉村町

公民館講座

検索

令和4年7月号
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（公財）玉村町文化振興財団 ホームページ▶

（公財）玉村町文化振興財団 〒370-1105 佐波郡玉村町福島325 ☎６５-０６００ 9：00〜17：00（月曜祝日休館）

うたごえ喫茶新宿ともしび
〜名曲コンサート〜

チケット好評発売中

８月24日（水）午後２時 開演（午後１時３０分 開場）
「大ホール」
全指定席 １,５００円 ※未就学児入場不可
大好評「うたごえ喫茶新宿ともしび」が今年もやってきます！
懐かしい名曲の数々でノスタルジックで楽しいひとときを！
（マスクを着用し、
一緒に口ずさんでいただくコーナーも予定しています。）
【出演者】
津田伸子（ソプラノ）、行貝ひろみ（メゾソプラノ）、金指修平（ハイ
バリトン）、吉田正勝（バリトン）、丸山あゆみ（ピアノ）、田口順子
（アコーディオン）、丸山堅志（マンドリン）

津田 伸子

行貝 ひろみ

金指 修平

吉田 正勝

チケット好評発売中
エンジョイジャズ/オータム
〜北島佳乃子トリオwith纐纈歩美スペシャル･ジャズ･コンサート〜

10月30日（日）午後３時 開演（午後２時30分 開場）
「大ホール」
全自由席 一般 ２,５００円 高校生以下 １,０００円 ※未就学児入場不可
ビバップを継承する新世代の至宝、北島佳乃子と纐纈歩美。小曽根真ビッグバンド「No Name
Horses」メンバーの中村健吾、サリナ・ジョ
ーンズツアーメンバーの藤井学がプレミアム
なステージをお届け！
【予定曲目】
イッツ・イージー・トゥ・リメンバー、アローン・
北島 佳乃子
纐纈 歩美
中村 健吾
藤井 学
トゥゲザー、いつか王子様が ほか
（ピアノ） （サックス） （ベース） （ドラムス）

「宝くじおしゃべり音楽館」
〜想い出のスクリーンミュージック〜開催決定！
2023年１月29日（日）午後２時 開演（午後１時30分 開場）
「大ホール」
全指定席 一般 ２,５００円（当日 ３,０００円）
高校生以下 １,５００円（当日 ２,０００円）
※宝くじの助成により特別料金となっています。
※未就学児入場不可
楽しい司会、楽しい歌、オーケストラとピアノの演奏に乗せて、
和やかな音楽会をお届けします。
【出演者】
春風亭小朝（トーク＆ナビゲーター）、小原孝（ピアノ）、島田
歌穂（歌）、おしゃべり音楽館ポップスオーケストラ（演奏）
※発売日などの詳細は、今後「広報たまむら」や「財団ＨＰ」、
「ポスター」、
「チラシ」などでお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の予防対策として、公演の中止や変更が生じることがあります。
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文化センター ニュース

歴史資料館 文化財 情
国の登録有形文化財「重田家住宅」

イベント情報

夏休み体験学習会「アンギン編み」

古民家できく

日時

日時

８月17日（水）
午前の部…午前９時〜11時
午後の部…午後１時30分〜３時30分
場所 重田家住宅（小泉42）
※文化センターではありませんのでご注意ください。
対象 小学生
内容 現在、限られた地域でのみ伝承されている縄文時代
の布の編み方でカラフルなコースターを作ります。
定員 先着14人（午前の部…７人・午後の部…７人）
参加費 無料
申込方法 ７月29日（金）より電話または文化財係窓口に
てお申し込みください。

☆お申し込み・お問い合せ先☆

報

むかしばなし

8月６日（土）
午前10時〜11時
場所 重田家住宅（小泉42）
内容 玉村町に伝わる昔話の紙芝居・読み聞かせをし
ます（協力：ヨボ読ボの会）。片亀歳晴さんによる
む か で まる
新作「妖刀 百足丸」の紙芝居を初披露します。
定員 先着15人
参加費 無料
申込方法 7月20日（水）より電話または文化財係窓
口にてお申し込みください。
※事前申し込みが必要です。
※駐車場は重田家住宅南側に約20台あります。

玉村町教育委員会生涯学習課文化財係 ☎３０−６１８０
〒370-1105 群馬県佐波郡玉村町大字福島325番地 文化センター内

玉村ふるさとわくわくスタンプラリー
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を鑑みて中止となった夏のお祭りのスタンプラリーは、８月28日（日）
［休館日を除く］まで歴史資料館で開催します。
対象者 大人から子どもまで、町内外を問わず参加できます。
参加方法 歴史資料館、役場、道の駅「玉村宿」での配布や町ホームページからダウンロードでき
るスタンプラリー台紙（『玉村町の郷土芸能』パンフレット）にスタンプを集めてください。
景品の交換場所 歴史資料館
スタンプ３つ……歴史資料館オリジナルシール
※詳しくは、
スタンプ４つ……歴史資料館オリジナルえんぴつ
町ホームページ
をご覧ください。
スタンプ５つ……歴史資料館オリジナルメモ帳

令和４年度玉村町歴史資料館

第27回企画展

「天明浅間噴火240年−ここでの被害はどうだったのか、そして、語り継ぎはできるのか−」
（関係機関連携による「浅間山大噴火から240年」に係わる連携展示）
会期 ７月７日（木）〜10月２日（日）
時間 午前10時〜午後４時
会場 歴史資料館
入館料 無料
休館日 ７月……月曜日・祝日
８月……月曜日・祝日
９月……月〜水曜日・祝日
関連行事
②ギャラリートーク ※学芸員による解説
①講演会
日時 ７月９日（土）午前11時〜11時30分
日時 ９月４日（日） 午後１時30分〜３時
８月６日（土）午後２時〜２時30分
演題 「天明浅間災害を見える化する−玉村町の２４０年間の災害−」
講師 鈴木 比奈子さん（防災科学技術研究所）
※①②とも参加費無料
会場 文化センタ−大ホール
定員 先着１００人
申込方法 ８月４日（木）から電話または歴史資料館カウンタ−
にてお申し込みください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、延期または中止となる場合があります。ご理解とご協力をよろしくお
願いします。

令和4年7月号
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企画課 ☎
︵

︶１０００

﹁いじめ させない
見逃さない﹂
︶７７１１ ／ 生涯学習課 ☎
︵

①あらゆる子が対象
いじめは︑特定の子どもだ
けに関わる問題ではありませ

３．今日のいじめの特徴

④ネットいじめ
スマートフォンや携帯電話
を所持し︑インターネットを
利用する子どもたちが増えた
ことで︑インターネット上の
いじめも増えています︒
SNSに悪口や相手を笑いも
のにするような書き込みをし
たり︑友達同士でメッセージ
をやり取りする無料通信アプ
リのグループから外したりす
る︑といった行為が多くみら
れます︒

③身体への直接攻撃
叩いたり蹴ったり︑わざと
ぶつかるといった︑暴力によ
って肉体的な苦痛を与える行
為です︒

標的になった相手と﹁口を
きかない﹂︑﹁一緒に遊ばな
い﹂︑﹁いない者として扱
う﹂といった行為です︒

65

人権だより
1．いじめとは

﹁いじめ防止対策推進法﹂
では︑いじめを﹁児童等に対
して︑当該児童等が在籍する
学校に在籍している等当該児
童等と一定の人的関係にある
他の児童等が行う心理的また
は物理的な影響を与える行為
︵インターネットを通じて行
われるものを含む︒︶であっ
て︑当該行為の対象となった
児童等が心身の苦痛を感じて
いるものをいう︒﹂と定義し
ています︒
2．いじめの態様

①相手が嫌がることをする︑
させる
いじめの中で最も多くみら
れるのが︑からかったり冷や
かしたり︑相手をバカにして
笑いものにしたり︑悪口や脅
し文句や相手にとって嫌なこ
とを言ったりするなどの言葉
によるいじめです︒
②仲間はずれ・集団による無
視︵シカト︶

ん︒いじめは誰にでも起こり
うるものなのです︒
②周りから見えにくい
いじめの多くは︑周りから
見えにくく︑気付かれにくい
形で行われます︒中でも︑
﹁ネットいじめ﹂は深刻な事
態になるまで周りの大人が気
付くことができないこともあ
ります︒
③ささいなきっかけで始まり︑
エスカレートしやすい
からかったり悪口をいうな
どの暴力を伴わないいじめの
場合︑いじめを受けた子ども
は大きな精神的苦痛を感じる
一方で︑いじめを行う側は遊
び半分であったり︑罪の意識
が弱いことが多くあります︒
④﹁観衆﹂と﹁傍観者﹂が存
在
いじめ解消の対策には︑い
じめを面白がって見ていたり︑
はやしたてたりする﹁観衆﹂︑
見て見ぬふりをする﹁傍観
者﹂の役割を演ずる子どもに
対しても︑いじめが許されな
いことや︑いじめの防止の必
要性について強力に働きかけ︑
子どもの集団全体にいじめを
許容しない雰囲気が形成され
ることが大切です︒

４．いじめをさせないためには

①欲求不満や劣等感が生む
存在感や自尊感情の満たさ
れない子どもが︑他者を攻撃
することによって︑他で満た
されない欲求を代償的に満た
し︑一時的な心理的満足感を
得ようとするのです︒

②心の痛みと責任を自覚させ
ることが大切
相手の立場になって考えさ
せ︑いじめが大変に残酷で︑
取り返しがつかない重大な人
権侵害であることを十分に理
解させることが最も大切です︒

③人権意識を育てることが大
切
いじめをなくすためには︑
根本的にはいじめを行う子ど
もの存在感や自尊感情を満足
させるように︑彼らとのコミ
ュニケーションを深め︑彼ら
の悩みを解消していく指導が
必要となります︒さらに︑い
じめは他人に対する思いやり︑
人的意識の希薄さによる行為
ですから︑子どもたちの中に
お互いの人権を尊重し合う豊
かな心を育てることが大切で
す︒

５．いじめを見逃さないため
には

①いじめの発見には普段から
の接触が大切
スマートフォンなどの普及
により︑アプリなどを使って︑
子ども同士でやり取りするこ
とが多くなった結果︑保護者
から︑いじめやトラブルなど
の兆候が見えにくくなってい
ます︒いじめの早期発見のた
めには︑普段から子どもと学
校での出来事などについて話
し合う時間を作るように心掛
け︑ささいな変化であっても
見落とさないよう努めること
が大切です︒

②まずは学校に相談を
いじめの多くは学校で発生
しています︒子どもが学校で
いじめにあっていることが分
かったときは︑保護者として
は︑子どもの意見を十分に聞
いた上で︑学級担任などの教
師に相談し︑学校との連携を
密にして取り組む必要があり
ます︒
※﹁ 時間子供SOSダイヤ
ル﹂全国共通フリーダイヤ
ル 0120︵078︶
310

より

法務省・全国人権擁護委員連合会
﹁いじめ させない 見逃さない﹂
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広報の写真撮影にご協力ください

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

12

県営住宅8月定期募集の

ご案内

入居可能日 当選後︑入居資
格審査の結果︑承認され次
第個別に案内します︒
所在地・間取り・募集戸数・
家賃 募集案内をご覧くださ
い︒
入居資格 現在住宅に困って
いる人︑世帯の収入が一定
の金額以下であることなど
※連帯保証人は不要です︒
※単身での申込みが可能です︒
※詳しくは募集案内または県
住宅供給公社ホームページ
をご覧ください︒
申込期間 8月１日︵月︶〜
日︵月︶
申込方法 所定の申込用紙を
県住宅供給公社へ郵送
申込用紙・募集案内配布場所
県住宅供給公社︵前橋市紅
雲町︶︑県民センター︵群
馬県庁２階︶︑県土木事務
所︑県保健福祉事務所︑市
役所・町村役場など
その他 入居者は公開抽選で
選定します︒
※随時申し込みを受け付けて
いる団地もあります︒詳し
くはお問い合わせください︒
問い合わせ先
県住宅供給公社﹇☎０２７
︵２２３︶５８１１／ ０
２７︵２２３︶９８０８﹈
15

あたたかいこころ

○佐波伊勢崎農業協同組合 様
から月刊誌﹁ちゃぐりん﹂
︵ 冊× カ 月 ︶ の ご 寄 附
をいただきました︒小学校
５校で使用させていただき
ます︒

○玉村町青少年育成推進員連
絡協議会会長 荻原広行 様
から︑町内児童館５館の遊
具など購入費のために１６
６︐７００円のご寄附をい
ただきました︒

大変ありがとうございました︒

25

の

固定電話が使えなくなる？
光回線の便乗勧誘に注意！
！

玉村町消費生活センター
☎204020

【事例１】訪問してきた事業者に「今後固定電話が使えな

利用中の電話番号、電話機は局内設備切替後もそのまま利

くなる。光回線に変えた方が良い」と言われ心配にな

用できます。固定電話やアナログ回線が使えなくなる、な

り光回線を契約した。本当に固定電話が使えなくなる

どといった固定電話のIP網移行に便乗した光回線などの勧

のか。

誘には十分注意しましょう。きちんと説明を受け、不要な

【事例２】事業者から電話があり「2024年にアナログ回線

がなくなる。光回線にするには工事が必要だが今なら
工事費が無料。光回線にすると料金が安くなる」と言
われあいまいな返事をした。後日、工事日を決める電
話が来たので「契約した覚えがない」と断ったが、今
日になって契約書が届いた。

NTT東日本では、固定電話のIP網への移行を2024年１
月以降に予定しています。これは電話会社の局内設備切替

契約であればきっぱり断りましょう。
不安に思ったことがあれば、すぐに消費生活センターへ
ご相談ください。
相談受付日 毎週月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前９時〜正午 午後１時〜5時

相談専用電話

☎２０−４０２０

場所 勤労者センター １階

であり、利用者側での手続きや自宅での工事は不要です。

令和4年7月号
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405

交 通

4

27

その他

25

111

計

105

543

玉村町・伊勢崎市の火災発生状況が音声で流れます。

merutama@pasmail.jp

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。

231299
で 検索

道路上にはみ出している

76

樹木の剪定のお願 い

急 病

都市建設課 ︵ ︶７７0７

1

す︒
この制度を有効活用し︑公
共下水道への早期接続をお願
いします︒なお︑接続工事内
容・施工業者については︑上
下水道課までお問い合わせく
ださい︒

0

ご確認ください︒
交換の際は︑町指定の水道
工事店が伺いますので︑皆さ
んのご協力をお願いします︒
交換期間
７月下旬〜 月中旬

計

公共下水道への早期接続

0

手話通訳者の設置日をお

0

知らせします

その他

のお願い

0

垣根や枝が道路上にはみ出
していると通行上の支障とな
り︑歩行者や車に危険があり
ます︒樹木および雑草の適切
な管理をお願いします︒

0

︶6691

車 両

上下水道課 ︵

＜火災と救急・救助は 119＞
災害情報案内サービス
0180992999

「メルたま」に登録を！
1

お知らせメールサービス
0

公益財団法人群馬県市町村振興協会

建 物

水道メーターを交換します

問い合わせ先 住民課住民係 ☎ 6 4  7 7 0 1

上下水道課 ︵ ︶6691

個人番号カードの受け取り日曜窓口は予約制で
す。ご利用の人は、必ず平日の午後５時までにお電
話にてご予約ください。ご予約がない人のお取り扱
いはできません。個人番号カードをまだ受け取って
いない人は、ご予約の上、早めにお受け取りくださ
い。申請方法についてもご連絡ください。
※代理人での受け取りについては必ず事前にお問
い合わせください。

災害・防災情報や新型コロナウイ
ルス関連情報などをメールで配信し
ます。携帯で次のアドレスに空メー
ルを送信して登録しましょう。

救急病院等案内テレホンサービス
または 群馬県統合型医療情報システム

聴覚障害者が行政サービス
における手続きなどを行う際
に︑手話通訳者が同行しコミ
ュニケーションの仲介をして
います︒
次の日時で設置しています
ので︑ご活用ください︒
設置日時 第１︑第２︑第４
水曜日︵祝日の場合は次の
平日︶午前 時から正午ま
で
受付場所 健康福祉課︵役場
１階③番窓口︶

予防接種実施医療機関が

No.614

23

追加されました
﹁子宮頸がん予防ワクチン﹂
予防接種実施医療機関に都
丸内科クリニック﹇伊勢崎市
富塚町２１５ ︱７ ☎︵ ︶１
２７０﹈が追加となりました︒
接種開始日 ７月１日
75

（１〜５月）

R４年累計

５月
分
区

10

11

65

町では公共下水道への早期
接続を促進しています︒
緊急経済対策として行われ
る住宅等リフォーム支援事業
︵概要は４ページをご覧くだ
さい︶は︑公共下水道への接
続工事費も補助対象となりま

［個人番号カード］

64

65

水道メーターは︑計量法の
規定により8年で交換が必要
です︒交換に該当するご家庭
には︑通知が送られますので

７月31日 午前９時〜正午まで（要予約）

５月の火災・救急発生件数

必要なもの 該当者全員の保
険証︑福祉医療費受給資格
者証︑申立書︑戸籍謄本
︵本籍が玉村町外の人︶など
手続き場所 住民課国民健康
保険係
︵役場１階②番窓口︶
また︑郵送も可能です︒
※なお︑ 日︵月︶︑ 日
︵火︶︑ 日︵月︶は午後
７時まで受け付けします︒
※詳しくは︑郵送される通知
をご確認ください︒

トＩＣ北地区︶原案︵変更︶

地区計画︵高崎玉村スマー

19

︶77０７

の縦覧を行います
都市建設課 ︵

北地区地区計画
取扱票は消防本部予防課ま
とが重要です︒
地区計画の位置および区域
たはお近くの消防署にあり
このため︑企業などの若手
大字上新田および板井の各一部
ます︒
社員向けに︑デートＤＶ防止
期間 ７月 日︵火︶〜８月
啓発講座のための講師派遣事
２日
︵火︶︵土・日除く︶午
業を実施しています︒
普
通
救
命
講
習
会
の
案
内
前８時 分〜午後５時 分
社員研修の一環として︑ぜ
縦覧場所 都市建設課
ひ当事業をご活用ください︒
3
9
3
3
消
防
本
部
救
急
課
︵
︶
変更内容 地区施設の配置お
派遣の対象 群馬県内の企業︑
期日 ８月 日︵火︶︑ 日
よび規模
団
体
な
ど
︵火︶︵全２回︶
講座時間
分〜 分程度
︿応
時間 午前９時 分〜 時 分
相談﹀
消防設備士試験の案内
会場 伊勢崎市消防本部
費用 無料
対象 伊勢崎市︑玉村町に在
問い合わせ先 群馬県生活こ
消防本部予防課 ︵ ︶3311
住または在勤・在学の中学
ども課男女共同参画室
生以上の人
日時 ８月 日︵土︶午後1
☎０２７
︵８９７︶２６８８
定員
人︵抽選︶
時 分︑８月 日︵日︶午
内容 成人に対する心肺蘇生 ﹁とらいあんぐるん相談室﹂
前9時 分・午後2時 分
法︑ＡＥＤの使用方法など
会場 群馬県公社総合ビル︑
︵群馬県︶
をご利用ください
を学ぶ講習会です︒
群馬建設会館
参加料 無料
試験の種類 甲種︑乙種全類
内容 ぐんま男女共同参画セ
受験料 甲種＝５︐７００円︑ 申し込み ７月４日︵月︶か
ンターでは︑専門の相談員
ら 日
︵金︶まで︑電話で救
乙種＝３︐８００円
が皆さんのお話を伺います︒
急課へお申し込みください︒
申し込み
悩みなどをひとりで抱え込
受付時間 午前９時〜午後５
・ 書 面 申 請 ７ 月 ４日︵ 月 ︶
まないで︑お気軽にご相談
時まで ※土・日を除く︒
〜 日
︵金︶
ください︒
・宛先 一般財団法人消防試
相談日時
験研究センター群馬県支部
︿女性電話相談﹀
﹁
若
手
社
員
向
け
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
前橋市大渡町一丁目 番７
毎 週︵ 火 ︶
・
︵水︶
・
︵金︶
・
︵日 ︶
防止啓発講座︵講師派遣︶﹂
号群馬県公社総合ビル５階
午前９時〜正午／午後１時
のご案内
☎０２７
︵２８０︶６１２３
〜４時﹇年末年始︑祝日︑
県では︑交際相手や配偶者
・ 電 子 申 請 ７ 月 １日︵ 金 ︶
月 曜 日 が 祝 日 ︵ 振 替 休 日を
含む︶
の場合の火曜日は休み﹈
からの暴力︵ＤＶ︶の防止啓
〜 日
︵火︶
☎０２７
︵２２４︶５２１０
発を推進しております︒
・申請先ホームページ
︿男性電話相談﹀
ＤＶは︑若いカップルの間
一般財団法人消防試験研究
毎月２回 第２・４日曜日
でも起こっている問題であり︑
センター
午後１時〜４時
正しい知識と理解を深めるこ
・受験案内︑受験願書︑振込
25

28

16

25

30

23

30

19

30

27

45

24

令和4年7月号

里親相談会を開催 し ま す
県では里親制度の普及︑里
親委託推進のため﹁子どもを
養育したいと考えている人﹂
﹁興味があり協力したいがど
うしたらよいか分からない
人﹂などを対象に相談会を実
施します︒希望する人は中央
児童相談所もしくは市町村窓
口へご連絡ください︒
︿玉村町会場﹀
日時 ７月 日︵水︶
午後１時〜４時
会場 役場３階大会議室
問い合わせ先
子ども育成課☎︵ ︶７７１
９︑中央児童相談所☎０２
７︵２６１︶１０００
64

令和２年 月６日付けで決
定となりました高崎玉村スマ
ートＩＣ北地区の地区計画に
ついて︑変更に係る縦覧を行
うものです︒内容は︑右折レ
ーンの設置や測量に基づき生
じた当初計画との差異などを
変更するもので︑この度は︑
地区計画の原案について関係
者に対して縦覧を行います︒
なお︑同案に係る土地の所
有者・利害関係者は︑縦覧期
間満了の翌日から１週間以内
に町長あてに意見書を提出す
ることができます︒
種類 玉村都市計画地区計画
名称 高崎玉村スマートＩＣ

15

15

11

25

11

10

15

福祉医療費受給資格者証
の更新があります
住民課国民健康保険係
︵ ︶7702

15

15

15

10

64

64

︻母子・父子家庭など︼
母子・父子家庭などで福祉
医療受給資格者証︵ピンクの
カード︶をお持ちの人は︑期
日までに手続きをお願いしま
す︵該当者には７月上旬に通
知を発送します︶︒
日時 ７月７日︵木︶〜 日
︵金︶の平日︵午前８時
分〜午後５時 分︶
29
30

12

13

11

50

90

☎０２７
︵２１２︶０３７２
費用 無料
問い合わせ先 ぐんま男女共
同 参 画 セ ン タ ー ☎ ０ ２７
︵２２４︶
２２１１

玉村八幡宮茶道会
親子茶道教室

の大切さを学びましょう︒
日時 ７月 日︵土︶
午前９時〜午後１時
場所 全国食肉学校︵樋越１
７９４︶
定員 先着 人
対象 小学３年〜中学３年生
の児童・生徒
※保護者の同伴をお願いします︒
持参品 エプロン︑三角巾
申込方法 電話・ファックス
またはメールにてお申し込
みください︒
必要事項 氏名︵ふりがな︶︑
学年︑住所︑連絡先電話番
号︑保護者など同伴者氏名
︵続柄︶
申込先 全国食肉学校☎︵ ︶
２５７１／ ︵ ︶９２７４
メールアドス fma@fma.ac.jp
申込開始 ７月４日︵月︶
午前９時〜
65

警察ヘリコプターの夜間

65

飛行訓練を実施します

するため︒
訓練日時 １．７月 日
︵月︶
午後７時頃から午後８時
分頃まで︒予備日﹇７月
日︵火︶〜 日︵金︶﹈
２．８月 日︵月︶午後６
時 分頃から午後８時 分
頃まで︒予備日﹇８月 日
︵火︶〜 日︵木︶﹈
訓練空域 群馬ヘリポート〜
沼田市方面〜群馬ヘリポー
ト〜富岡市方面〜群馬ヘリ
ポート
問い合わせ先 群馬県警察航
空隊︵群馬ヘリポート内︶
☎０２７
︵２６５︶３４５９
※緊急事案︑気象状況などの
都合により︑夜間飛行訓練
を中止する場合があります︒
※土・日曜日︑祝日を除く︒
25

玉村町B＆G海洋センター
︵ ︶５３１１

秋季水泳教室参加者募集

30

９月以降の水泳教室の参加
者募集を７月 日︵日︶より
開始します︒
受け付けは︑玉村町Ｂ＆Ｇ
海洋センター窓口︵午前 時
〜午後８時︶にて行います︒
申込方法や教室内容など詳
しくはホームページをご覧い
ただくかお電話にてお問い合
わせください︒

１１月５日
（土）
、
６日
（日）
（２日間）

10月12日
（水）
まで

１０月２２日
（土）

10月5日
（水）
まで

１０月１５日
（土）

18歳以上33歳未満

23

15

群馬県警察航空隊では︑下
記のとおり夜間飛行訓練を計
画しています︒地域住民の皆
さんのご理解とご協力をお願
いします︒
訓練目的 夜間における大規
模災害︑重要突発事案など
が発生した際︑人命救助︑
被害状況調査などの初動警
察活動を迅速︑的確に実施

10月26日
（水）
まで

防衛医科大学校
医学教育部医学科学生

日 本の伝 統 文 化 を 親 子で体
験して美しい礼儀作法や立ち振
る舞いを勉強してみませんか？
開催日︵日曜日︶ ７月３日・
日︑８月７日・ 日︑９
月４日・ 日︑ 月２日・
日︑ 月６日・ 日︑
月４日・ 日︑１月 日
時間 午前 時〜 時 分
場所 玉村八幡宮 別邸
対象 園児・小学生・中学生
と保護者
参 加 費 １回５００円︵ お 茶・
お菓子代として︶
問い合わせ 玉村八幡宮☎
︵ ︶
２３０５

﹁ 肉の 食 育 体 験 ﹂参 加 者 を
募集します
全国食肉学校は︑お肉に関
する技術と知識を学ぶ国内唯
一の公的食肉学校です︒お肉
の勉強ととんかつや焼き肉用
にカット︑ウィンナー作りの
体験ができます︒お肉を通し
て﹁いのちをいただく﹂こと
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９月１９日
（月）

防衛医科大学校
医学教育部看護学科学生

９月８日
（木）
まで

航空学生
（航空自衛隊・海上自衛隊）

高卒（見込含）
21歳未満の者

９月１５日（木）、
１６日（金）、
１７日（土）、
１８日（日）
（いずれか１日を指定されます）

防衛大学校学生
（一般採用試験）

９月５日
（月）
まで

高卒（見込含）
航空21歳未満の者
海上23歳未満の者

受付時に連絡

一般曹候補生

年間を通じて

自衛官候補生
（任期制自衛官）

日
験
試
受付期間
格
資
募集種目

29

64

12

65

26 40

23 10

10

30 22

22

25

31

21

10

20

11

25

11

10 11

24

16

自衛官などを募集します

自衛隊群馬地方協力本部前橋募集案内所 ☎０２７−２３３−８９６０ ／ 玉村町役場総務課 ☎６４−７７１２

おくやみ
地 区
下之宮
板
藤
板

地 区
南福島

死亡者氏名 年齢
い だ
まさゆき
井田 昌行 90
はぎわら しゅうじろう

井
川
井

原修二郎
やすゆき
高橋 保往
はとり
まさお
羽鳥 政雄
たかはし

たかはし

五 料
上福島
上新田

角
板

誕 生 （届け出順・敬称略）

（敬称略）

髙橋
たかぎ
髙木
い の
井野

さいとう

渕
井

もとひこ

元彦
協平
まさお
政夫

きょうへい

齊藤キミヱ
ひらい
こ
平井ツヤ子

小 泉
上茂木
下茂木
板 井

78
48
73
87
84
80

下新田
角 渕
八幡原

92
76

出生児名
いしだ
もえの
石田 萌乃
あらい

しずく

新井
こぼり
小堀

雫珠
つむぎ
紡生

ヴァレンシヤ ギアン ケイリン

ＶＡＬＥＮＣＩＡ ＧＵＩＡＮＧ ＫＡＥＬＹＮ
かとう な ほ こ
加 奈保子
うすい
あさひ
碓井 朝陽
うちだ

にいな

内田
かとう
加藤

新菜
はるま
遥真

生
４
26
４
30
４
28
４
27
４
30
４
30
４
27
５
４

板

井

板 井
箱 石
南福島

下新田
上之手
下新田

いしだ

こうき

石田 皐記
まるばし
ふうり
丸橋 楓莉
おおの
ゆ に
大野 夢虹
あらい

新井
たけざき
竹﨑
みつまた
三股
ふじわら

藤原

は女の子

みこと

美琴
さわ
爽
かなと
奏斗
さ

な

咲那

５
２
４
30
５
６
５
11
５
11
５
11
５
27

誕生・おくやみのコーナーに掲載を希望されない人は、届け出のとき
にお申し出ください。

固定資産税２期、国民健康保険税１期
介護保険料４期、後期保険料１期
納期限は８月１日（月）です

人口

令和４年6月1日現在

人口
世帯数

35,989人 （＋８）
15,927戸 （＋33）
（±）は前月比

★納税などに便利な口座振替をご利用ください

男
女

子ども医療電話相談 ＃8000番

当番日

日曜日、祝日

診療時間

病院

午後8時〜11時

伊勢崎佐波
医師会病院
（☎24ー0111）

午前9時〜午後5時
午後5時〜翌午前8時30分

手続きは、町内各金融機関・農協・郵便局・役場
税務課などでできます。印鑑・口座番号が必要です。

税務課

☎64−7704

相談受付時間 月〜土 午後6時〜翌午前8時 日・祝日 午前8時〜翌午前8時

小児夜間・休日診療

月〜土曜日

17,852人 （＋２）
18,137人 （＋６）

伊勢崎市民病院
（☎25ー5022）

休日歯科診療
伊勢崎歯科医師会休日歯科診療所
伊勢崎市上泉町151 伊勢崎市社会福祉会館3階
☎232772
午前10時〜正午、午後1時〜3時
※受け付けは午後2時30分まで

休日・夜間診療
伊勢崎佐波医師会病院
伊勢崎市下植木町481 ☎240111
・平日（月〜土曜日）夜間・早朝 午後6時〜翌午前8時30分
・休日（日、祝日） 午前8時30分〜 翌 午前8時30分

思いを話してみませんか？ ― こころの健康相談 ―
精神科医によるこころの相談を実施しています。こころの
悩みについて、ご本人やご家族からのご相談に応じます。
日時：ご予約時にお知らせいたします。
予約方法：保健センター（☎64−7706）へ電話でご予約
ください。

心配ごと相談
（予約制）

申込先

社会福祉協議会

☎658864

659666

①法律相談・人権相談
対象 ・家庭内での心配ごとや、ご近所でのもめごとで
お困りの人
・人権を脅かされて悩んでいる人
期日 8月5日
（金）
［弁護士相談あり］、15日
（月）
、
25日
（木）
②行政相談（行政相談委員が対応します）
対象 国や県、町、公団などの仕事に対し、意見や要望、
苦情がある人
期日 8月5日（金）
①②時間 午前9時〜正午
①②場所 社会福祉協議会事務局（まちなか交流館）
①②定員 8組（定員になり次第締め切り）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、相談が中止になることがあります。

令和4年7月号
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（8月）
2日

3日

4日

5日

玉B地区

芝根地区

上陽地区

玉A地区

玉B地区

7日

8日

9日

10日

11日

12日

休 館 日

芝根地区

上陽地区

玉A地区

14日

15日

16日

17日

18日

19日

休 館 日

芝根地区

上陽地区

玉A地区

玉B地区

芝根地区

21日

22日

23日

24日

25日

26日

休 館 日

上陽地区

玉A地区

玉B地区

芝根地区

上陽地区

28日

29日

30日

31日

休 館 日

玉A地区

玉B地区

芝根地区

休

館 日
海の日

6日

開

館
13日

開

玉B地区

館
20日

開

館
27日

開

館

開

館

● 送迎バスの利用は登録制です。

送迎バス の

● 登録をされた人の停留場所を運行します。

ご利用について

● お迎えの運行時間は、
おおよそ午前９時から９時30分の間です。登録
された人には、
送迎時間をお知らせします。

● 利用をご希望の人は、老人福祉センターまでご連絡ください。

※お帰りのバスは午前11時30分に出発します

玉 A 地 区

行政区

角 渕

玉 B 地 区

行政区

停留場所

停留場所

芝 根 地 区

行政区

停留場所

南 玉 お墓・団地・公民館 箱 石 消防7分団

墓地十字路

岩倉橋土手・家具屋 与六分 町営・玉村高校 下之宮 月田商店

上之手 不動産前・公民館 宇 貫 公民館南
八幡原 公民館

５丁目 不動産前

小 泉 みつわ団地・芝根小東
五 料 郵便局西・公民館

６丁目 公民館東十字路 上新田 公民館・角田病院前 飯 倉 公民館
７丁目 メモリアルホール
８丁目 家具屋

板 井

上 陽 地 区

行政区

停留場所

上樋越 公民館
中樋越
藤 川

ビニールハウス前（中樋越西）
児童館・公民館
万寿屋・藤川公園
公民館

西部公民館・諏訪神社南 川 井 公民館・牛舎跡地 飯 塚 公民館
東部公民館

下茂木 研修所西南十字路 原 森 公民館・森下団地

９丁目 金田石油南

斎 田 井野商店

後 箇 南部眼科

上飯島 三和食堂

福 島 公民館

上茂木 箇茂木集会所

上福島 公民館

お知らせ
※新型コロナウイルス感染予防のため当面の間、ふれあいステージは中止させていただきます。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、臨時休館となる場合があります。
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老人福祉センター︵玉村町社会福祉協議会︶

1日

しおの

塩野

あおば

せき

葵晴ちゃん

令和３年７月30日生まれ

幸嬉ちゃん

令和３年７月14日生まれ

陽介さんと友香里さんの
長男。
１歳のお誕生日おめ
でとう。あおばの笑顔で、
みんなが元気になるよ
これからも、たくさん笑っ
て過ごそうね
生まれ
てきてくれてありがとう。

俊幸さんと穂奈美さんの
二男。１歳のお誕生日お
めでとう！ いつもニコ
ニコで皆んなを幸せにし
てくれてありがとう♡
これからも元気にたくさ
ん笑って過ごそうね！

もりした

森下

はやと

颯斗ちゃん

令和３年７月10日生まれ

正樹さんとありすさんの
二男。１歳のお誕生日お
めでとう♡ ぱぱが大好
きでいつもぱぱの後を追
ってるね♡ これからも
元気いっぱい、大きくな
ってね♡ 大好き♡

おおの さ な

こうき

関

おいかわ

あ

り

な

及川 阿里奈ちゃん
令和３年７月10日生まれ

浩太朗さんと寿恵さんの
二女。ありちゃん１歳お
めでとう！ お姉ちゃん、
お兄ちゃん達が大好きな
ありちゃん。早く遊べる
といいね♪ みんな大好
きだよ♥

は な

い

だ

あやは

大野咲奈、英奈ちゃん

井田

一也さんと有未さんの長
女、二女。
さなはな1歳のお誕生日
おめでとう！ これから
も家族みんなで仲良く楽
しく過ごそうね。

亮平さんと史織さんの長
女。元気いっぱい、すくす
く育ってくれてありがとう。
あーちゃんの笑顔がパパ
とママの元気の源です！
これからも、沢山楽しい思
い出を作っていこうね♪

令和３年７月２日生まれ

彩晴ちゃん

令和３年７月16日生まれ

あらい

新井

き

い

希依ちゃん

令和３年７月29日生まれ

章太郎さんと望さんの長
女。１歳の誕生日おめで
とう♡ 元気いっぱいで
いつもニコニコなきいち
ゃん！ これからもたく
さん笑って、のびのび育
ってね
大好きだよ♡

※申込後、数日以内に受付確認メールが届かない場合
は企画課
（☎64−7711）
へ電話連絡をお願いします。
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0270-65-2511
（代）

0270-65-2592

麦秋の郷たまむら

申込方法 ①保護者
（ご両親）
の氏名 ②住所 ③電話番
号 ④お子さんの氏名
（ふりがな）⑤生年月日 ⑥続柄
⑦60文字以内のコメントを記入、写真
（3MB以内） 添
「おおきくなあれ」
としてメールを送信し
付の上、件名を
てください。 kouhou@town.tamamura.lg.jp
募集期限 ７月31日（日）

麦秋とは︑
麦の穂が実って収穫する
時 期︵ 5 月 下 旬から6 月 上 旬 ︶
で︑初
夏を表す季語です︒玉村町は群馬県
内 有 数の麦の産 地で︑麦 秋の頃は︑辺
り一面に黄 金 色に輝 く 麦 畑が広がり
ま す ︒表 紙の写 真の右 側の麦が大 麦
︵六条大麦︶
で︑
左側が小麦です︒
両 方 とも︑実の先 端から毛のよう
なものが伸びており ︑
この部
分を芒︵のぎ︶と言います︒大
麦 と小 麦の見 た目の大 き な
違いは︑大麦は実が直線的に
並び︑芒は長 く まっす ぐ 伸び
ているのに対 し︑小 麦 は実の
並びや︑
芒の長さや向きも不
揃いです︒
大 麦 と小 麦の用 途の違い
は︑大 麦︵ 六 条 大 麦 ︶は食 物
繊 維が豊 富で︑麦ごはんや麦
茶 な どに 利 用 されるのに 対
し︑
小麦はパンや菓子︑
麺類な
どです︒麦畑を見かけた際に
は︑
どんな種類の麦が実ってい
るかチェックしてみてください︒

９月に１歳の誕生日を迎える、町内にお住まいのお子さ
んを募集しています。
【応募者多数の場合は抽選】

ホームページアドレス https://www.town.tamamura.lg.jp/
電子メールアドレス iken@town.tamamura.lg.jp

