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この冊子は、誰もが住み慣れた地域でいきいきと自立した生活を

送れるための手助けとなる、各種機関や施設、病院、お店などの

    【社会資源】をまとめたものです。
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修理をしてくれる電気屋さん
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

3 中信商店 錦町１ｰ６ｰ４３ 44-4765

要相談（午前中の配
達）
精肉・揚げ物（コロッ
ケ・ハムカツ等）

3 港屋酒店 錦町１ｰ８ｰ４ 44-4676
お酒、ジュース等、
その他要相談

3 栄ランチ 錦町２ｰ１４ｰ３２ 22-4085 お弁当

3 お米の半田屋 錦町２ｰ６ｰ２５ 45-0147
お米、雑貨、みそ、豆
類、水、卵等

3 美乃里 錦町３ｰ６ｰ３７ 47-1437 お弁当

4
セブンイレブン
桐生新宿店

新宿２-３-１３ 44-0711
セブンミ－ル取扱商
品、店内取扱商品

4
ファミリ－マ－ト
桐生新宿店

新宿3-13-27 20-6013 店内取扱商品

5

バラエティー
ショップ
カワイ

浜松町１-４-１-９ 46-0050 お酒、たばこ、食品。

5 武正米店 浜松町１ｰ６ｰ３５ 44-7919
クリーニング、米、
焼きそば、子供洋食※
1,000円以上で配達

8 かない屋㈱ 堤町3-9-10 22-0737

酒類、ジュース、塩、
米、オリーブ油、味
噌、醤油等その他調味
料関係
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

8 北村商店 堤町２ｰ６ｰ２０ 22-5470 米、酒、店舗にある商品

8
セブンイレブン
西桐生駅前店

宮前町2ｰ7ｰ３ 44-4222
店舗に置いてある商品
及びセブンミールに掲
載されてい商品

8 海野米穀店 宮前町２ｰ８ｰ１１ 22-2007
お米３キロから配達。
豆類、みそ、醤油
(配達地域：旧桐生市内)

8 魚伝元宿 元宿町２ｰ１４ 44-6292

鮮魚（用途に合わせた
処理をしてくれる）、
煮付けや煮魚、フライ
等の対応も可能。

●集配してくれるクリーニング屋さん
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

8
クリーニングの
クボタ

堤町３ｰ７ｰ４４ 22-7939 病院への対応も可能

●洋品を販売・配達してくれるお店
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

4 ネギシ洋品店 新宿2-11-8 44-7218
①婦人洋品、②紳士洋
品、③パジャマ、④肌
着、⑤ソックス

●食品、衣類、雑貨、靴を販売、配達してくれるお店
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

4 蔵ショップせきね 新宿２-５-３７ 44-3598
食品、衣類、雑貨、靴
など
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●訪問や移動販売してくれるメガネ店
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

3 メガネの北爪 錦町２ｰ４ｰ２ 44-3613

新規メガネ購入時及び
メガネの作成、修理等
又、補聴器の作成及び
調整。内容や訪問は要
相談

3 キング 錦町３ｰ５ｰ７ 45-3715
めがねの調整、修正
電話で確認、要相談。

8 メガネのウブカタ 末広町6-28 22-2311

新規メガネ購入時及び
メガネの作成、修理等
又、補聴器の作成及び
調整

●修理をしてくれる電気屋さん
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

3 クリマデンキ 錦町１ｰ６ｰ２２ 44-5688
修理（他店で購入した
ものも可能）。家電の
購入、配達。

3 上條電器 錦町１ｰ５ｰ１０ 44-5085

修理（他店で購入した
ものも可能）。家電の
購入、配達。コンセン
ト修理。電気工事。

3 川原井電機 錦町２ｰ８ｰ２２ 44-5331
修理（他店で購入した
ものも可能）。家電の
購入、配達。

3 坂田電器店 錦町3ｰ1ｰ48 45-3630
修理（他店で購入した
ものも可能）。家電の
購入、配達。

3 サクライデンキ 稲荷町３ｰ４４ 44-4421

修理（他店で購入した
ものも可能）。家電の
購入、配達。リフォー
ム（バリアフリー、住
宅改修）。

4 イヤノデンキ 琴平町６-３４ 44-4455

修理（他店で購入した
ものも可能）、家電の
購入配達。電気工事を
請け負っている。簡単
な水道の修理
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●カギ屋さん・便利屋さん
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

3 鍵のオオサワ 錦町３ｰ４ｰ４２ 43-2013

自宅まで行き鍵の修
理、破錠、交換、開
錠、その他鍵のトラブ
ルへの対応。金庫 、車
の開錠。

3 大和ﾚｽｷｭｰｻｰﾋﾞｽ 錦町２ｰ１３ｰ８ 44-7122

自宅まで行き鍵の修
理、破錠、交換、開
錠、その他鍵のトラブ
ルへの対応。金庫 、車
の開錠。

１.エアコンサービス

クリーニング、取り付
け  取り外し、処分

２.害虫駆除サービス

ハチの巣、シロアリ等

３.グリーンサービス

芝刈り、草刈り、伐
採、枝切り、除草剤散
布

４.不用品の回収処分

５.ハウスクリーニング

６.水廻りサービス

トイレの詰まり抜き、
温水便座の取り付け、
パッキン、金具交換等

７.その他

プチリフォーム、買い
物代行等

12 丹羽石油　新桐生ＳＳ 広沢町1-2909 54-1340

電球取り換え、重たい
物の移動、買い物代行
などちょっとした困り
ごとにも対応します。
また、廃品・廃油回収
や不要になった車の処
理対応などにも柔軟に
受け付けます。
費用：基本無償。ただ
し、電球や買い物商品
代や廃棄にかかる諸費
用等は利用者負担とな
りますので、ご相談く
ださい。

3
ベンリーホンダ
桐生店

錦町２ｰ１０ｰ３４ 47-5361
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●灯油を配達してくれるお店
区 名　　前 住　　所 電話番号 取　扱　商　品・内　　容

3 お米の半田屋 錦町2-6-25 45-0147
灯油及びお店に置いて
ある商品（米等）

4

カナイ石油㈱
ホーム灯油
宅配サービス

広沢町1-2523
0120-
123-692

灯油

12 丹羽石油　新桐生ＳＳ 広沢町1-2909 54-1340

13 丹羽石油　広沢ＳＳ 広沢町4-2451-3 54-1541

13 丹羽石油　桐生南ＳＳ 広沢町5-1541 54-2206

4 丹羽石油　桐生琴平ＳＳ 琴平町6-25 44-1901

8 北村商店 堤町2-6-20 22-5470 灯油

灯油1缶～配達可能
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区 名　　前 住　　所 電話番号

3 ﾍｱｰｻﾛﾝモリマサ 錦町1-8-12 45-2778

3 石崎理容所 錦町1-2-1 44-8674

3 岡田理容所 錦町3-5-15 43-3553

3 理容室はせがわ 錦町3-4-16 47-1666

3 チェリー理容 錦町2-14-22 43-5930

3 高橋理容所 錦町2-6-27 44-2522

3 ﾊﾞｰﾊﾞｰおおさわ 錦町2-4-4 44-9110

3 理容はるの 織姫町6-3 44-0763

3 ｿﾞｰﾄｽｻﾛﾝ　ﾁｪﾘｰ美容室 錦町2-14-22 43-5930

3 ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ・エリート 錦町2-3-4 43-2348

3 海籐美容室 錦町1-1-18 44-4425

3 青木美容室 織姫町6-3厚生病院8F 090-6490-6888

4 ﾍｱｰｻﾛﾝひるま 新宿1-2-36 44-9462

4 ふじう美容院 小梅町1-50 44-4250

4 アマノ美容室 小梅町3-29 45-1466

4 美容室ルリ　 新宿1-9-28 47-0553

4 岩丸美容室 新宿1-12-7 44-9268

4 HIRO美容室 新宿2-11-14 43-5180

4 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ノーブル 新宿2-9-4 44-4487

5 Hair cut space（ｅｓ） 浜松町1-5-18 44-8089

5 新川美容室 浜松町1-1-18 44-9219

8 シミズ理容所 末広町6-23 22-4707

8 吉種理容所 末広町7-15 22-8918

8 小林理容所 宮前町1-3-14 22-8498

8 理容ヨシザワ 宮前町1-2-3 22-8766

8 松島理容所 宮前町2-5-19 22-9332

8 ブラウニー 巴町2-6-4　1A 46-1161

8 みよ美粧院 堤町2-5-3 22-9966

8 ﾍｱ･ﾒｰｸ　Oshima 元宿町9-19 47-0222

8 ボーン美容室 宮前町2-1-43 22-8737

8 メトロ美容室 堤町2-5-6 43-6665

8 ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ　田村 堤町2-5-21 22-2934

8 ヘアー・フラット 堤町3-7-39 43-9182

●自宅で整髪してくれる理容・美容院
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病医院一覧

かかりつけ医を持ちましょう
（平成３０年５月現在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号 診療科目

藤井医院 梅田町1-22-2 32－0666 内、児

星野クリニック 小曽根町7-18 44－1125
内、児、循、呼、消、アレ、禁
煙外来

前原内科医院 天神町1-4-1 22－2417 内、循、麻、神

石川整形外科医院 天神町3-5-24 22－8611 整、外、リハ、リウ

城田クリニック 天神町3-5-24 22－7211 内、循、胃、禁煙外来

栗原皮フ科医院 本町1-3-8 22－3234 皮

五十嵐内科医院 本町2-1-21 22－7043 内

村岡外科医院 本町3-2-28 45－2888 外、内、皮

まろ医院 本町3-4-18 44－6031 内、胃、循

木村クリニック
本町4-79-1　島共同ビル1階2号
室

44－7781 内、消

藤江醫院 本町4-314 22－7777 内、胃、消、循

岩下病院 本町4-320 22－0151 整、リハ、泌

大前医院 元宿町21-5 22－3387 耳鼻

矢島医院 本町5-43 44－3060 内、外

川島眼科医院 本町6-12 45－2242 眼

さくらクリニック 本町6-375 46－3739 内、整、皮、脳外

金子医院 本町6-377 45－2463 児、内

三丸医院 宮本町1-12-11 22－3419 内、児、禁煙外来

大和病院 稲荷町2-9 45－1551 内、眼

おりひめ医院 織姫町4-33 47－1248 児、内、耳鼻

桐生厚生総合病院 織姫町6-3 44－7171

内、外、女性専用、児、循、心
臓血管外、放、整外、歯口外、
泌、産婦、皮、眼、神内、神、
精、緩和、耳鼻咽喉、脳外、麻

菊地医院 琴平町2-47 45－2883 内、循、呼、消、禁煙外来

山崎医院 新宿1-6-5 44－4925 内、消、皮

新宿医院 新宿1-13-14 44－5930 消、内、婦、児、禁煙外来

昭和皮膚科医院 新宿2-2-9 43－7779 皮

はせがわ循環器内科クリニック 新宿2-8-26 44－9041 内、循内、禁煙外来

小島内科医院 新宿3-1-12 44－8919 内、消、禁煙外来

おのこどもクリニック 新宿3-13-35 20－7780 児

永田医院 末広町4-8 22－5122 内、外、児

権守内科医院 堤町3-7-17 43－7757 内

矢部クリニック 錦町1-4-44 45－3711 循、内、消、禁煙外来

北川内科クリニック 錦町2-12-2 44－7706 内、消

第
１
圏
域

第
２
圏
域
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病医院一覧

かかりつけ医を持ちましょう
（平成３０年５月現在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号 診療科目

細井内科医院 浜松町1-2-5 44－3818 内、禁煙外来

水谷胃腸科外科医院 三吉町2-1-5 45－2525 外、胃

安部クリニック 旭町180-3 45－0794 内、婦、麻

林内科医院 川岸町179 45－2072 内

くりはら医院 仲町1-8-6 44－3395 産婦、内、皮

北川眼科医院 仲町1-12-3 44－1010 眼

坂本内科医院 仲町1-13-30 44－8989 内

ひきた小児科クリニック 仲町2-7-20 44－3040 児、アレ

袖野眼科医院 仲町2-10-41 44－4814 眼

こんどう整形外科
リハビリテーション科医院

仲町2-11-6 44－5066 整、リハ、麻

雨宮内科医院 東2-8-9 44－7753 内、児

石川内科クリニック 東5-2-16 47－3014 内

小児科小川醫院 東5-6-22 44－6008 児、内

日新病院 菱町3-2069-1 30－3660
内、呼内、消内、循内、脳外、
リハ、放、禁煙外来

みなみ眼科 境野町1-1262-1 43－3180 眼

さかいのクリニック 境野町2-617 44－8557 内、呼、リハ

さとう小児科クリニック 境野町6-1438-1 43－3134 児

藤井内科医院 境野町6-1463-1 44－8897 内、循、胃

いずみ内科 境野町6-541-2 20－8080 内、循、消、児

桐生整形外科病院 広沢町間ノ島284-1 40－2600 整、リハ、麻、内

桐生整形クリニック 広沢町間ノ島366-2 40－2800 整、リハ

藤田小児科医院 広沢町4-1908-3 52－8289 児

長谷川整形外科医院 広沢町4-1913 52－6671 整、リハ、リウ

日野医院 広沢町4-1985 54－1820 耳鼻

ふじう医院 広沢町5-1466 54－3851 内、胃

宮原内科医院 広沢町5-1570 52－7066 内

山口クリニック 広沢町6-355 54－4153 内、循内、皮

たかのす診療所 川内町2-289-1 65－9229 内、産婦

かわうち内科クリニック 川内町3-277-1 65-6500 内、糖内

藤井クリニック 川内町4-208 20－3055 内、外、呼内、緩和医療

水沼診療所 黒保根町水沼155-1 96-2006 内、外、婦、児

赤南診療所 新里町小林50-4 74－8344 内、外

第
２
圏

域

第
３
圏
域

第
４
圏
域

第
５
圏
域

第
６
圏
域
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病医院一覧

かかりつけ医を持ちましょう
（平成３０年５月現在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号 診療科目

恵愛堂クリニック 新里町新川1255-9 74－2311 外、胃、内、消

細野医院 新里町新川1354-6 74－2300 外、内

下山医院分院 新里町新川3977 74－3320 内

下山内科医院 新里町新川3987 74－3322 内、児、呼、胃、循

星野醫院 新里町山上432 74－8439 内、放

えだくに整形外科 新里町山上525-1 20－2250 整

アウルこどもクリニック 新里町山上690-4 70－2112 児、内、アレ

あいおい眼科医院 相生町2-105 54－5350 眼

森田クリニック 相生町2-231-1 54－8340 内、児、神内

岸病院 相生町2-277 54－8949 内、児、神、精

大澤医院 相生町2-407 52－3312 内、循

前川内科医院 相生町2-455-1 53－4114 内、児、循

高橋産婦人科医院 相生町2-458 53－8531 婦

耳鼻咽喉科設楽医院 相生町2-471-7 54－1517 耳鼻

群馬中央医療生活協同組合
桐生協立診療所

相生町2-554-7 53－3911 内

相生ひふ科医院 相生町2-584-13 52－7939 皮

小暮医院 相生町2-847-2 52－6608 内、循、禁煙外来

篠原クリニック 相生町3-174-22 52－6750 リハ、内、外、整、消

みやざわ整形外科 相生町3-515-5 53－1188 リウ、リハ、外、整

関田内科クリニック 相生町5-284-21 54－2511 内、児、循内、禁煙外来

鈴木整形外科クリニック 相生町5-387-99 53－1170 整

高木病院 相生町5-754 53－7711
ＳＡＳ、リハ、内、外、循、
放、整、消、脳外、禁煙外来

金沢医院 相生町1-131 52－0898 内、児

島村京子クリニック 相生町1-141-1 55-6611 産、婦、内

わたらせリバーサイドクリニック 相生町1-220-1 53－3166 内、神内、外、皮、肛、胃

阿部医院 相生町1-338 53－5411 神、心内

しむらクリニック 相生町1-627 52－5253 児、皮

両毛整肢療護園 広沢町1-2648 54－1182 整、内、児、リハ

武井内科医院 広沢町1-2684 53－6060 内、児

田中医院 広沢町2-3146-5 54－5012 内、児、禁煙外来

桐生クリニック 広沢町2-3181 54－1350 外、眼

金子耳鼻咽喉科医院 広沢町3-3474-1 53－1133 耳鼻

第
８
圏
域

第
６
圏
域

第
７
圏
域
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病医院一覧

かかりつけ医を持ちましょう
（平成３０年５月現在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号 診療科目

会田医院 みどり市大間々町大間々1063 72-1282 内、整外、皮、肛、禁煙外来

菅胃腸科内科小児科医院 みどり市大間々町大間々1399-1 72-1240 内、胃、児

萩原医院 みどり市大間々町大間々1534 72-1025 内、児

稲葉医院 みどり市大間々町大間々1572-2 72-1655 内

関内科医院 みどり市大間々町大間々1838-8 73-2022 内、皮、形成外

療育センターきぼう みどり市大間々町大間々22-4 73-2605
アレ、リウ、リハ、内、児、整
外、歯、神内、禁煙外来、耳鼻
咽喉

木の実クリニック みどり市大間々町大間々2319-3 46-6373 内、外、婦、皮

青木眼科 みどり市大間々町大間々29-1 72-7070 眼

アイダ痛みのクリニック みどり市大間々町大間々382-6 30-7077 麻、内

恵愛堂病院 みどり市大間々町大間々504-6 73-2211
リウ、リハ、乳腺外、内、呼
内、呼、外、児、整外、消、糖
内、脳外、血液内、麻

斉藤医院 みどり市大間々町大間々676 72-1230 内、児、神内

きたむらクリニック みどり市大間々町大間々687-1 30-7577 泌、内、児

須永医院 みどり市大間々町大間々922 73-5811 内、児、アレ、呼

小保方医院 みどり市大間々町大間々964 72-2505 内、児、皮、禁煙外来

みらいこどもクリニック みどり市笠懸町阿左美658-2 47-8200 児、アレ

東邦病院 みどり市笠懸町阿左美1155 76-6311

リウ、リハ、乳腺外、内分泌
内、内、呼、外、循内、心臓血
管外、放、整外、歯口外、消、
皮、眼、神内、糖内、脳外、腎
臓内、麻

くりた医院 みどり市笠懸町阿左美1321-7 70-7800 泌、内、心内

クリニック樹 みどり市笠懸町阿左美1449-5 30-8808 内、呼、児、泌、消、皮、胃

寺田内科小児科医院 みどり市笠懸町阿左美1896-5 77-1100 内、児、循、禁煙外来

みどり市国民健康保険診療所 みどり市笠懸町鹿250 76-2135 内、禁煙外来

さくら耳鼻咽喉科 みどり市笠懸町鹿2566-12 76-1133 耳鼻

みどり病院 みどり市笠懸町鹿2646-2 76-1110 リハ、内、胃、禁煙外来

飯山医院 みどり市笠懸町鹿2956-3 76-9130 内、児

松井内科医院 みどり市笠懸町鹿3322-1 70-7610 内、消、呼、児、循

志鳥クリニック みどり市笠懸町鹿4650 76-9998 内、児

森の診療所 みどり市笠懸町久宮124-1 47-8118 内

さいとう内科クリニック みどり市笠懸町久宮164-12 47-7770 内、循内、糖内

花輪診療所 みどり市東町花輪212-3 97-2009 内、外

市
外
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桐生市歯科医師会一覧

（平成３０年４月現
在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号

山﨑歯科医院 永楽町1-35 22－4868

須永歯科医院 永楽町6-21 22－8410

大塚歯科クリニック 天神町3-5-8 47－3990

青木歯科医院 本町1-3-4 22－6480

長澤歯科医院 本町4-73 45－2446

鎗田歯科医院 本町5-351 22－4020

本町歯科医院 本町5-361 22－2224

小林歯科クリニック 本町6-1-1 44－5333

天野歯科医院 本町6-381 45－2709

こだち歯科 本町6-395 47－5514

小島歯科クリニック 宮本町1-2-35 43－2600

髙木歯科医院 清瀬町2-18 47－1682

松本歯科医院 琴平町3-9 44－3065

中島歯科医院 琴平町11-11 22－0008

矢嶋歯科医院 新宿1-12-10 44－6496

ミナミ歯科 新宿2-1-24 44－7602

内藤歯科医院 末広町4-6 22－7110

小林歯科医院 堤町2-1-13 22－6255

桐生市歯科医師会休日緊急歯科診療所 堤町3-3-2 45－1397

山藤矯正歯科クリニック 巴町2-7-7 30－3110

北川歯科医院 巴町2-1821-69 45－2085

森下歯科クリニック 錦町1-9-27 47－0155

高島歯科医院 錦町2-14-14 44－4812

桐生歯科医院 錦町3-5-8 43－4182

塩崎歯科医院 宮前町1-3-21 22－4574

ますやま歯科医院 仲町1-7-12 44－5300

百合歯科医院 仲町3-3-3 44－8148

さくらや歯科医院 東1-1-38 43－0118

久保歯科医院 東5-6-27 44－0082

第
１
圏
域

第
２
圏
域

第
３
圏
域
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桐生市歯科医師会一覧

（平成３０年４月現
在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号

モリシマ歯科医院 東4-3-11 44－3711

田島歯科 東4-5-18 45－1313

須藤歯科医院 東7-1-21 45－1840

じゅん歯科医院 菱町2-1854-5 22－8818

斎藤歯科医院 境野町1-830-1 43－7611

かねこ歯科医院 境野町2-717 44－8249

ほしの歯科 境野町2-1463-19 30－3221

須藤歯科医院 境野町7-190-8 22－6430

今泉歯科医院 広沢町間ノ島291-5 54－9893

ア歯科藤田診療所 広沢町4-1908-3 52－8288

野田歯科クリニック 広沢町4-2281-3 54－8883

松本歯科医院 広沢町5-1465 52－7008

加孝歯科クリニック 広沢町7-5310 54－0865

諏訪歯科医院 川内町2-237-7 65-7788

たかのす診療所 川内町2-289-1 65－9229

とおる歯科医院 川内町3-331-9 65－7115

木村歯科医院 川内町4-40-5 65－8218

水沼歯科診療所 黒保根町水沼164-5 96-2600

新里歯科医院 新里町新川1255-3 74－3835

すなが歯科クリニック 新里町新川4040-9 30－6480

たかぎ歯科医院 新里町山上500-1 74－4618

飯野歯科クリニック 新里町山上574-6 74－5566

大島歯科医院 相生町2-260 53－0330

相生なかじま歯科医院 相生町2-319-1 55－4677

坂爪歯科医院 相生町2-469-16 53－8445

アクツ歯科医院 相生町2-535-4 54－4182

鳥羽歯科医院 相生町2-624 52－5683

井本歯科医院 相生町2-736-7 52－5664

小林歯科医院 相生町2-814-4 54－8585

第
６
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域
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桐生市歯科医師会一覧

（平成３０年４月現
在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号

相三歯科医院 相生町3-509-2 54－6480

下山歯科クリニック 相生町3-633-2 55－0118

三丸歯科クリニック 相生町4-59-8 52－1511

飯野歯科医院 相生町5-284-13 52－5598

はとり歯科 相生町5-459-13 54－5588

わたなべ歯科クリニック 相生町5-589-3 52－9955

金子歯科医院 相生町5-668-2 54－3344

さくらぎ歯科医院 相生町1-228 55－5815

宮原歯科医院 相生町1-412-6 53－8567

須田歯科医院 相生町1-461-1 52－6536

下山歯科医院 広沢町2-2972-5 54－3948

さかい歯科クリニック 広沢町2-3114-8 52－6480

広沢歯科 広沢町2-3394 52－8241

坂爪歯科医院 広沢町3-4070-1 53－2540

香村DentalClinic
みどり市大間々町大間々40　さくら
もーる内

70-1282

わかつき歯科 みどり市大間々町大間々442-41 72-1183

かとう歯科 みどり市大間々町大間々566-1 46-6480

ささい歯科医院 みどり市大間々町大間々889 30-7217

笠間歯科医院 みどり市大間々町大間々974 72-1242

須永歯科医院 みどり市大間々町大間々1060 73-3232

すが歯科医院 みどり市大間々町大間々1381 72-1491

第
7
圏
域

第
８
圏
域
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調剤薬局一覧

（平成３０年４月現在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号

共創未来梅田町薬局 梅田町1-38-3 32－1815

ハラ薬局 永楽町6-14 22－4738

ひまわり薬局 天神町1-1-21 30－2033

コジマ薬局 天神町3-5-19 40－1477

共創未来　本二薬局 本町2-3-32 20－8600

㈲ライオン薬局 本町3-3-3 22－2947

ライオン薬局みなみ店 本町3-4-22 32－3901

マルサン薬品みどり薬局 本町4-79-1 22－8475

カトレア薬局 本町4-323 47－2281

本町薬局 本町6-375 44－5225

タチコマ薬局 稲荷町2-3 20－7118

よつば薬局 織姫町5-42 44－6751

日本調剤おりひめ薬局 織姫町5-43 44－1106

わたらせ薬局厚生前 織姫町5-47 30－3588

共創未来 桐生協同薬局 織姫町5-50 47－5051

フレンド薬局 小梅町3-9 46－7740

ミナミ薬局 新宿1-3-7 22－0373

わたらせ薬局南店 新宿1-6－6 46－8601

共創未来サンロード薬局 末広町3-12 43－2004

つつみ薬局 堤町3-7-20 43－2226

㈱盛運橋薬局錦町店 錦町1-2-20 44－6060

共創未来錦町薬局 (旧 フォーユー薬局) 錦町1-4-41 22－3101

エンドー薬局おりひめ店 錦町2-9-9 44－8088

和仁堂薬局 錦町2-16-9 22－5018

共創未来 コロンバス薬局（旧 スカイ薬局） 浜松町1-3-28 20－8710

あさひ薬局 浜松町2-12-30 30－2132

健康堂薬局 仲町1-6-8 44－6509

【注意】来局される際は、必ずあらかじめ各薬局の窓口にご確認ください。

第
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調剤薬局一覧

（平成３０年４月現在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号

【注意】来局される際は、必ずあらかじめ各薬局の窓口にご確認ください。

薬局田島平和堂 仲町2-5-34 44－5235

マイ薬局 仲町2-7-23 44－3891

共創未来 桐生東薬局(マルサン薬品東薬局) 東5-2-19 45－1300

ファミリー調剤薬局 東5-371-1 40－1380

桐生調剤薬局 菱町3-2019-4 22－2517

仁盛堂薬局 菱町3-2044-9 46－3649

蓼沼東山堂薬局 菱町4-2258 45－0955

ウェルシア桐生境野薬局 境野町2-727-1 30－3532

きりなん薬局 境野町2-1292-7 40－1015

山崎翠松堂薬局 境野町6-546-3 44－6751

共創未来 あおい薬局 境野町6-588-1 20－8025

共創未来 境野薬局 境野町6-1437 47－2202

共創未来 サンセール薬局 広沢町間ノ島365-21 54－9911

なな薬局 広沢町4-1970-161 47－6617

カワチ薬局桐生広沢店 広沢町4-2424-1 70－6327

周藤薬局 広沢町5-1718-2 54－1929

日の出薬局 広沢町6-302-23 52－4780

エンドー薬局 広沢町6-898-6 52－1515

第５
圏域

ヘルシー薬局 川内町2-287-1 65－5313

健実堂調剤薬局 新里町新川1372-19 74－3434

共創未来にいさと薬局 新里町山上571-1 20－2131

共創未来やまかみ薬局 新里町山上690-10 30－6233

わたらせ薬局新田 相生町2-107-4 55－5510

共創未来フジヤマ薬局 相生町2-274-9 54－1115

のぞみ薬局 相生町2-412-5 53－1880

共創未来あたご薬局 相生町2-461-2 55－1250

コアラ薬局桐生店 相生町2-552-17 53－5211

共創未来上毛薬局 相生町2-844-1 52－0755

共創未来すみれ薬局 相生町2-1062 52－2970

そうごう薬局相生店 相生町3-171-25 55－5061

わたらせ薬局相生店 相生町3-515-4 54－6060

第
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調剤薬局一覧

（平成３０年４月現在）

圏域 名　　前 住　　所 電話番号

【注意】来局される際は、必ずあらかじめ各薬局の窓口にご確認ください。

共創未来 両毛アイオイ薬局 相生町5-40-6 54－2526

わかば薬局Ⅲ 相生町5-284-140 53－5771

わかば薬局 相生町5-409-14 54－7447

カワチ薬局　桐生西店 相生町5-470-4 70－6015

共創未来桐生桜木薬局 相生町1-209-1 55－5222

ファーコス薬局あしなか 相生町1-628-13 40－2580

エンドー薬局さくら店 広沢町2-3187-1 55－0080

第
８
圏
域

第
7
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接骨院一覧

圏域 名　　前 住　　所 電話番号

中村接骨院 梅田町1-483-7 32-1878

内藤接骨院 永楽町4-32 47-2514

かしわせ接骨院 本町3-6-2 43-6571

鈴木接骨院 新宿1-2-3 46-3741

さいとう整骨院 新宿1-9-19 43-8574

河内接骨院 新宿2-11-8 070-6983-6306

中島接骨院・鍼灸院 宮前町1-2-33 22-8555

武藤接骨院 宮前町1-4-15 22-4667

野口接骨院 宮前町2-7-6 22-0743

すわ接骨院 末広町7-21　岡崎ビル 46-0901

中島鍼灸接骨院 仲町 仲町2-12-5 43-4117

岩崎接骨院 東1-8-31 47-2204

今井接骨院 東1-13-35 43-1111

いけだ整骨院 東4-6-45 43-5233

福間接骨院 東7-2-51 44-5100

小林接骨院 東7-6-18 46-2038

大川接骨院 境野町1-1208-1 44-1151

周籐接骨院 境野町2-742-1 44-5827

深沢接骨院 境野町2-777-12 46-2929

高田接骨院 境野町2-1484 43-1713

新井接骨院 境野町4-1100 44-7577

藤倉接骨院 境野町6-1675-4 43-5374

高橋接骨院 広沢町5-1756 52-0846

ひろさわ接骨院 広沢町6-263-3 46-6633

第５
圏域

ふえき接骨院 川内町4-47-15 65-5125

第６
圏域

ながや接骨院 新里町新川4039-3 74-5938

第
１
圏
域

第
２
圏
域

第
３
圏
域

第
４
圏
域
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北澤接骨院 相生町2-408-5 54-3218

吉田接骨院 相生町2-495-33 52-0606

みのる接骨院 相生町2-927-5 55-1511

澤接骨院 相生町1-283-2 53-9966

中里接骨院 広沢町1-2684-7 52-6336

第
８
圏
域

第
７
圏
域

18 ページ



名　　前 住　所 電話番号 料　金　・　内　容

美原長寿センター 美原町5-47 43-400２

川内長寿センター 川内町5-398-1 65-580１

境野長寿センター 境野町3-1295-1 46-557８

東長寿センター 東1-8-41 47-571２

広沢老人憩の家 広沢町6-1103-1 54-088１

ふれあいホーム 天神町3-14-16 44-9145

上記に加えて、
・中学生以下
無料
・ふれあい事業運営協力員と
して市長が認めた人
無料

三吉湯 三吉町１-２-１５ 44-3277

営業時間15：30～22：00
休館日　　日曜日
利用料
大人　360円
子供　1３０円
幼児７０円
※利用料＋740円で夕食付き
ます！

●地域を応援している団体 　　　　　

事務局 電話番号

市役所市民生活課 ４６－１１１１

社会福祉協議会 ４６－４１６５

社会福祉協議会 ４６－４１６５

教育委員会生涯学習課 ４６－１１１１

市役所健康づくり課 ４７－１１５２

市役所健康づくり課 ４７－１１５２

市役所長寿支援課 ４６－１１１１

●公共機関（皆さんを支援するところ）
住　　所 電話番号

桐生市織姫町1-2 ４６－１１１１

桐生市末広町１３-4 ４７－１１５２

新宿３-3-１９ ４６－４１６５

相生町2-352 ５３－４１３２

新宿３-3-１９ ４６－４４１１桐生市地域包括支援センター社協

保健福祉事務所

桐生市社会福祉協議会

桐生市役所長寿支援課

利用料
<市内居住者>
　・65歳以上
1日100円
　・60歳以上65歳未満
1日200円
　・60歳未満の介添人
1日200円
<市外居住者>
1日500円

桐生市役所健康づくり課

●お風呂に入れるところ

名　　前

名　　前

介護予防サポーター

母子保健推進協力会

食生活改善推進協議会

婦人団体連絡協議会

老人クラブ連合会

民生委員児童委員協議会

自治会

名　　前 料　金　・　内　容

おりひめバス

１回乗り降り：200円（市内小学生以下･市内障害者無料）
定期券：通勤１か月6,000円、通学１か月5,000円、敬老
パスポート券1か月（対象：市内70歳以上）500円、回数
券：1冊100円券11枚で1,000円
1日フリー乗車券：500円（当日限り、全線乗り降り自由）

●介護保健以外の移動手段サービス
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●集いの場（サロン）

名　　前 開設場所 内　容

錦西いきいきサロン 雷電会館

錦西・金曜サロン 関口ビル1F

新宿一丁目
シルバーサロン

新一・三吉集会所
余興や会食をとおし、参加者
相互の親睦と健康の維持・増
進等を目的に実施。

新二・小梅
シルバーサロン

新二・小梅集会所 高齢者の交流を目的に実施。

新三・琴平
シルバーサロン

南公民館

昼食をとりながら、独居高齢
者相互のコミュニケーション
を図りつつ、心身の健康増進
を推進すると共に引きこもり
防止を目的とし、悪徳詐欺に
対する注意喚起を実施。

三吉町
シルバーサロン

新一・三吉集会所
一人暮らし高齢者を対象に、交
流の場として催し物を開催。

新三・琴平地域住民交流促進活動 南公民館講堂 催し物、会食などの交流会

お茶っ子サロン 浜松町１丁目集会所

６５歳以上の方を対象に、元気
おりおり体操や脳トレを行いま
す。楽しみながら介護予防や、
仲間づくりに繋がるよう活動し
ています。月１回開催。

桐生市第５区
シルバーサロン

桐生市浜松町１丁
目集会所

第５区在住の６５歳以上のひ
とり暮らしの方々の相互親睦
を図ることを目的とする。
また民生委員、主任児童委員
の活動の周知。
年１回開催。

●ボランティア団体

名　　前 電話番号 内　　　　容

桐生市ボランティア
センター

４６－４１６５
・ボランティア活動支援
・ボランティア情報提供
・ボランティアに関する学習

●ちょっとした困りごとをお手伝い（シルバー人材センター）

名　　前 電話番号 内　　　　容

シルバーサポート隊

本部 ４３－９１６１
新里支所 ７４－６７７６
黒保根支所 ９６－２２０
１

概ね３０分以内で終了出来
る、ちょっとした困りごとを
お手伝いします。電球・蛍光
灯の取替え、家具の移動、買
い物代行、水道のパッキン交
換等簡易な作業を行います。
作業時間：３０分以内５００
円、３０分～１時間以内は１,
０００円※ただし、電球や買
い物の商品代、材料費等は実
費負担となります。

地域住民の交流を目的に、元気
おりおり体操・健康や介護の
話・脳トレ等などを行います。
錦西いきいきサロン(年4回開催)
錦西・金曜サロン(月1回第3金
曜開催)
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●社会参加が出来る事業
事　　業　　名 事　　務　　局 内　　　　容

介護予防サポーター

長寿支援課

46-1111（代）
内線587

高齢者介護サポーター

桐生市社会福祉協議会

46-4165

高齢者介護サポーターは、市内にお
住まいの６５歳以上の皆さんに施設
での支援活動を通して、生きがいを
感じ、元気に暮らしていただくこと
を目的とした事業です。
活動内容は、施設でのレクリエー
ション等への参加支援や話し相手、
施設内の環境整備などです。また、
活動に応じてポイントが与えられ５
千円を上限に、翌年度に交付金に換
えることができます。
なお、活動を始める前には研修を受
講していただく必要があります。

介護予防の知識を身につけ地域での
介護予防に関するボランティア活動
を行います。
各地域で介護予防サポーターの連絡
会を作り、地域にあった活動をして
います。
また、市内5か所の長寿センターで
高齢者の皆さんに定期的に体操の指
導を行っています。
なお、サポーターになるためには養
成研修を修了する必要があります。

認知症サポーターは、認知症を正し
く理解して、認知症の人と家族が、
いつまでも住み慣れた地域で、安心
して暮らしていけるように、見守り
寄り添う応援者です。
サポーターになるためには、養成講
座を受講する必要があります。
養成講座は、年一回市民向けの講座
を開催するほか、事業所や商店で１
０名以上集まれば、出張で講座を開
催することもできます。

認知症サポーター

長寿支援課

46-1111（代）
内線556
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※地域包括支援センターの詳しい業務内容は裏面をご覧ください。

しゃ きょう

□　介護のサービスを利用したいが、どんな手続きが必要なの？

□　現在一人暮らしで、将来に不安がある。

□　夫婦二人で暮らしているが、お互いの健康面が心配。

□　自宅で介護をしているが、今後のことが心配になってきた。

□　お金の管理や身の回りのことを一人でするのが心配。

□　知り合いが認知症になって、金銭管理などができなくなった。

□　悪質な訪問販売の被害にあって困っている。

□　高齢者の虐待が疑われるような場面が見受けられる。

□　認知症の親を強く叱ってしまう。どうしたらよいか？

私たちの担当地域は

稲荷町、錦町、織姫町、美原町、清瀬町、新宿、三吉町、小梅町、

琴平町、浜松町、末広町、宮前町、堤町、巴町、元宿町　です！

電話番号 ０２７７-４６-４４１１
　　　　　　　　　　　　　　　

こんな時はお気軽にご相談ください！

相談無料

お問い合わせ先
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保険サービスの利用や要介護認定の 相談など、幅広く相談を受けて、必

〒３７６－０００６　　桐生市新宿三丁目３番１９号
　※桐生市総合福祉センター内（旧　南中学校）

要支援１・２と認定された方の介護 介護に関する心配事や生活全般の

申請手続きのお手伝い、介護予防の 要なサービスや制度を紹介し、関係

ための健康作りをお手伝いします。 機関につなぎます。

成年後見制度の紹介や利用のお手伝い、 一人暮らしの高齢者が住み慣れた

消費者被害への対応、高齢者虐待の 地域で安心して暮らし続ける事が

早期発見や防止のための取り組みを行 できるよう、地域の専門職や団体と

っています。 協力して、ネットワークづくりをし

ています。また、介護をしている方

との交流会も行っています。

☆ご相談は、主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士の専門職が対応いたします。

介護保険・介護予防 総 合 相 談

高齢者の権利を守る 安心できる地域の為に
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●巡回健康相談

●なんでも栄養相談
食事や栄養に関することを気軽に相談できます。

●こころのけんこう相談
こころの悩みに専門医師が対応します。

●各種教室：詳しい日程は、広報きりゅうをご覧ください。

けんこうクッキング
薄味で、おいしい料理を一緒に作りま
しょう。簡単で500kcal台、塩分3ｇ
未満の献立です！

サロン活動、公民館活動等に出向き、血圧測定、骨密度測定、体脂肪測定、足指筋力測定など行います。

ご要望がありましたら、健康づくり課までご連絡ください。お待ちしています。

けんこう塾
専門の医師から高血圧、糖尿病

などの生活習慣病に関する正し

い知識を学びましょう。

お問い合わせ先：
桐生市健康づくり課成人保健係

TEL 47-1152

栄養セミナー
管理栄養士が食事や栄養のこと

をお話します。食事から健康づ

くりを一緒に考えましょう！

健康づくり課からご案内

けんこう講座
公民館やサロン等に出

向いて生活習慣病予防に

ついて保健師と管理栄養

士がお話をします。
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