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※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。

【笠懸会場（笠懸保健センター）】
期日　10 月 11 日㈫、11 月８日㈫
時間　午前９時 30 分～ 11 時
※栄養相談も受けられます。

【大間々会場（大間々保健センター）】
期日　10 月 26 日㈬
時間　午前９時 30 分～ 11 時
※ 栄養・歯科相談も受けられます。

【東会場（東支所）】
期日　10 月 11 日㈫
時間　午後１時 30 分～３時
【�共通事項】
予�約・問い合わせ先　大間々保健セン

ター☎ (72)2211

【笠懸会場（笠懸老人憩の家）】
期日　10 月 25 日㈫、11 月７日㈪
時間　午前９時～午後３時
予約・問い合わせ先　社会福祉協議会本
　所☎ (76)4111

【大間々会場（厚生会館）】
期日　10 月 17 日㈪
�時�間　午後１時～３時
予約・問�い合わせ先　社会福祉協議会
　大間々支所☎ (72)4054

【東会場（高齢者生活福祉センター）】
期日　10 月 11 日㈫
�時�間　午前 10 時～正午　
予約・問�い合わせ先　社会福祉協議会東
　支所☎ (97)2828

無 料 相 談

休日当番接骨院休 日 当 番 医

平日夜間急病診療所（小児科・内科）

休日歯科診療所

◦桐生メディカルセンター（桐生市元宿町 18- ２）
　午後７時 30 分～ 10 時 30 分　☎ (47)2501

◦桐生市歯科医師会館（桐生市堤町３- ３- ２）
　午前 10 時～午後３時　☎ (45)1397
◦太田新田歯科医師会館（太田市新井町 516-18）
　午前 10 時～午後１時　☎ 0276(45)7320

※休日当番医・接骨院は、都合により変更する場合があります。
　事前に確認してからお出掛けください。

前川内科医院 相生町２ 内児 （53)4114
10/16 ㈰ 村岡醫院 本町 3 内外 （45)2888

岩宿クリニック 笠懸町 産婦 （46)7200
小児科　小川醫院 東 5 児内 （44)6008

10/23 ㈰ 山崎医院 新宿 1 内消 （44)4925
あいおい眼科医院 相生町 2 眼 （54)5350
新宿医院 新宿 1 内児 （44)5930

10/30 ㈰ わたらせリバーサイドクリニック 相生町 1 内 （53)3166
石川整形外科医院 天神町 3 整 （22)8611
萩原医院 大間々町 内児 （72)1025

11/3 ㈭ 小島内科医院 新宿 3 内 （44)8919
島村京子クリニック 相生町 1 婦 （55)6611
須永医院 大間々町 内児 （73)5811

11/6 ㈰ 大澤医院 相生町 2 内 （52)3312
たかのす診療所 川内町 2 産婦内 （65)9229
関田内科クリニック 相生町 5 内児循 （54)2511

11/13 ㈰ さいとう内科クリニック 笠懸町 内 （47)7770
岩下病院 本町 4 整 （22)0151
小暮医院 相生町２ 内児循 （52)6608

11/20 ㈰ みどり病院 笠懸町 内 （76)1110
えだくに整形外科 新里町 整 （20)2250

健康相談（成人）※予約制

精神科医による相談。予約は2日前まで
期日　10 月 19 日㈬、11 月 16 日㈬
�時�間　①午後１時 30 分～②午後２時

30 分～③午後３時 30 分～
会場・予約・問い合わせ先
　大間々保健センター☎ (72)2211

こころの健康相談　※予約制

心配ごと相談・行政相談・人権相談
※原則予約制

期日　毎週木曜日（祝日を除く）
時間　午前９時～午後４時
会場・問い合わせ先　前橋地方法務局桐
　生支局☎ (44)3526

無料人権相談（人権擁護委員相談）《精神保健福祉相談》
期日　10 月 13 日㈭、11 月 10 日㈭
時間　午前 10 時～正午
会場・予約・問い合わせ先　桐生保健福
　祉事務所☎ (53)4131

期日　月～金曜日（祝日を除く）
時間　午前９時～午後４時
会�場・問い合わせ先　消費生活センター
（大間々庁舎）☎ (76)0987

期日　月～金曜日（祝日を除く）
時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
会�場・問い合わせ先　子育て応援ダイヤ

ル（市役所こども課家庭児童相談室内）
　☎ (76)2114
児童相談所全国共通ダイヤル　☎ 189
※ 24 時間対応

家庭児童相談・児童虐待通報

期日　月～金曜日（祝日を除く）
時間　午前９時～午後５時
会�場・問い合わせ先　教育研究所　電話

教育相談室☎ (73)1110

子どもたちの教育に関する相談

桐生保健福祉事務所の相談※予約制
消費者相談

10/16 ㈰ 武藤接骨院 宮前町 1 （22)4667
アース接骨院 笠懸町 （51)4276

10/23 ㈰ 清水接骨院 広沢町１ （47)6386
なかじま接骨院 大間々町 （73)6902

10/30 ㈰ 中島鍼灸接骨院 仲町 仲町 2 （43)4117
高橋接骨院 広沢町 5 （52)0846

11/3 ㈭ 中里接骨院 広沢町１ （52)6336
いけだ整骨院・鍼灸治療院 東４ （43)5233

11/6 ㈰ 澤接骨院 相生町１ （53)9966
深澤接骨院 境野町 2 （46)2929

11/13 ㈰ 近藤接骨院 大間々町 （72)1455
福間接骨院 東 7 （44)5100

11/20 ㈰ 藤倉接骨院 境野町 6 （43)5374
のざわ接骨院 笠懸町 （46)8915

法律相談（弁護士相談）※予約制
【東会場（高齢者生活福祉センター）】
期日　11 月 10 日㈭
時�間　午後１時～３時
予�約・問い合わせ先　社会福祉協議会東

支所☎ (97)2828

子どもの心や発達に関する巡回相談を行
います。
期日　11 月 10 日㈭
時間　午前 10 時～午後３時
会場　桐生市保健福祉会館
申�込期限　10 月 27 日㈭　
申�込・問い合わせ先　市役所こども課家

庭児童相談室☎ (76)0995

東部児童相談所の巡回相談
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