
第６圏域　新里地区版

地域で活用できる資源一覧表

平成30年度版



作成年月日　　平成30年　　11月　

★お問い合わせ先★
電話番号

桐生市新里支所　市民生活課福祉係　　　　
桐生市地域包括支援センターにいさと 74-3032
桐生市社会福祉協議会新里支所 74-8880
桐生市長寿支援課 46-1111
新里保健センター 74-5550

74-2904

 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。



ページ ページ

● お弁当・食料品の配達をしてくれるお店 １～２ページ ● 地域を応援している団体（共通） 14ページ
自治会、民生委員児童委員協議会

● 移動販売してくれるお店 ３ページ 老人クラブ連合会、婦人団体連絡協議会
食生活改善推進協議会、母子保健推進協力会

● 集配してくれるクリーニング屋さん ３ページ 介護予防サポーター

● 灯油の配達をしてくれるお店 ４ページ ● 公的機関（共通） 15ページ
桐生市役所・新里支所

● 介護保険以外の移動手段サービス ４ページ 桐生市社会福祉協議会
タクシー・バス 桐生保健福祉事務所

地域包括支援センター
● 調髪券（申請）ができる理容・美容院 ５ページ 桐生みどり消防署大間々新里分署

● お風呂に入れるところ（長寿センターは共通） ６ページ ● シルバー人材センター 15ページ

● 集いの場（サロン） ７～９ページ ● 安心安全のための駐在所 15ページ

● ボランティア ９ページ ● 社会参加が出来る事業 16ページ

● 公民館サークル 10～11ページ ● 健康づくり課事業のご案内 17ページ

● 12ページ ● 長寿支援課事業のご案内 18ページ

● 介護保険施設 13ページ ● 病気になったら
病医院一覧
桐生市歯科医院一覧
調剤薬局一覧
接骨院一覧

● 桐生市地域包括支援センター　にいさと

項　　目 項　　目

も　　く　　じ

認知症等高齢者見守りＳＯＳネットワーク協力団体



●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店
名　　　前 住　　　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

セブンイレブン小林 新里町小林6-5 74-1710 新里ほぼ全域
（登録が必要）

セブンミール500円以上送料無料
※前日10時までに注文

セブンイレブン新川 新里町新川669-9 74-5739 新里ほぼ全域
（登録が必要）

セブンミール500円以上送料無料
※前日10時までに注文

藤よ志 新里町新川3756-1 70-2244 新里一部地域 出前無料・飲食店

花ぶさ弁当 桐生市相生町5-365-12 52-6699 新里一部地域
平日のみ2食から配達可能・お弁当
平日10時～16時30分（要問合せ）

グリルオグラ 桐生市川内町2-531 65-9984 新里一部地域 1食から配達可能1食432円～・お弁当

桐生給食センター 桐生市広沢町4-1970 54-1614 新里一部地域 1食から配達可能1食500円～・お弁当

おざわ（株） みどり市笠懸町鹿2532-11 76-7725 新里一部地域 数個から配達可能（要問合せ）

栄寿司
みどり市大間々町大間々
1862-3

73-5615 新里一部地域
寿司店
午前11時前午後1時30分過ぎなら出前可能
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●お弁当・食料品の配達をしてくれるお店

名　　　前 住　　　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

味処香味屋
みどり市大間々町大間々
339-10

72-2821 新里地区可 お昼お弁当　1食から配達可

コープデリ桐生センター 桐生市相生町１-111 0120-502-160 新里地区可
おかずコース・午前コース・弁当コース３コースから選
択（毎週月曜日～金曜日夕食配達）生協会員加入後、利
用可能。配達無料

JAふれあい食材宅配
新里営農センター

新里町武井422 74-2777 新里地区全域 食材・惣菜配達可能

ワタミの宅食 0120-321-510 新里地区全域
お弁当配達可能（月～金週5日）
昼食か夕食要問い合わせ

まごころ弁当桐生店 桐生市広沢町2-3069-1 0277-51-3669 新里地区全域
普通食・カロリー調整食・たんぱく調整食・ムース
食・やわらか食から選択。日曜日休日

まごころ弁当
桐生中央店

桐生市相生町3-340-2 0277-32-3393 新里地区全域
普通食・カロリー調整食・たんぱく調整食・ムース
食・やわらか食から選択。日曜日休日
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●移動販売してくれるお店
名　　　前 住　　　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

新政
みどり市笠懸町阿左美
1954-23

76-8730 新里地区 食材の引き売り　月火木金　新里ほぼ全域を回る

矢野園 桐生市本2-6-30
0120-452925

45-2925
桐生市内全域 食材の引き売り（要問合せ）

古見青果店 027-285-3686 新里駅周辺 食材の引き売り（要問合せ）

(有)シンコー運輸ハピ
ネスシンコーショップ
サービス

新里町鶴ケ谷478 74-4069 新里地区

買い物代行（食品・食材・日用品・灯油や飲料水
等）
利用料金　1回500円～700円
電話で買い物依頼し、自宅に届けてもらうシステム
土日祝日休業
食品以外に遺品整理や廃棄処分代行解体業も実施あ
り。

●集配してくれるクリーニング屋さん
名　　　前 住　　　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

クリーニング大沢 新里町小林93-6 74-8421 桐生市全域 場所によって有料500円

クリーニング植木 新里町新川1372-8 74-0836
桐生市・

みどり市全域 無料
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●灯油を配達してくれるお店
名　　　前 住　　　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

コメリ粕川店 前橋市粕川町膳586-1 027-280-9171 新里可能

クレジットカードでの支払い（現金不可）
店頭にて宅配契約必要
＜コメリまごころ便＞店頭カタログ商品に限り電話
受付配送。送料540円（1万円以上購入で送料無料）

コメリ大間々店 みどり市大間々桐原1523-4 70-1039 新里可能
クレジットカードでの支払い（現金不可）
店頭にて宅配契約必要

峰岸燃料 新里町小林119-1 74-8544 新里地区 無料

JAにったみどり新里SS 新里町小林38 74-6006 新里地区 無料　正組合会員のみ（引き落とし）

シーワイエム（株） 新里町新川4021 74-6611 新里地区 ポリ缶2本以上～配達可能

●介護保険以外の移動手段サービス
名　　　前 住　　　　所 電話番号 エリア 料　金　・　内　容

新里町デマンド
タクシーえがお号

沼田屋タクシー
桐生市新里支所市民生活課

0120-44-2310 新里地区 1回乗車運賃３００円

NPO法人ファミリー
みどり市大間々町桐原
816-10

73-1317
みどり市
桐生市

出発地到着地がみどり市・桐生市であれば、県内県
外どこでも送迎可能。初乗り２㎞まで３５０円
加算運賃１㎞ごとに１５０円

福祉屋 桐生市相生町1丁目543-1 090-7710-8232
群馬県内発
着なら可能

介護福祉士が対応。便利屋も有り（料金要相談）
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●調髪券（申請）が利用できる理容・美容院
名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

美容室モリヤマ 新里町新川3759 74-2609 ヘアーステージリベラル 新里町山上424-2 74-8401

美容室プライム 新里町新川4040-10 74-0816 荒木理容所 新里町小林97-8 74-2695

アラキ美容室 新里町新川2111-20 74-3159 福島理容室 新里町新川1378-4 74-0603

Hair Place Colla 新里町新川2006-6 74-5520 理容カモダ 新里町新川1168-5 74-3453

ひまわり美容室 新里町新川1422-2 74-4118 Hair-way 新里町山上734 74-8825

ビューティサロンK 新里町新川4026-2 74-1794 スミレ理容所 新里町関421-3 74-8734

DECOL 新里町新川2018-1 74-5546

岡部美容室 新里町山上484-2 74-8614
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●お風呂に入れるところ
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

新里福祉センター 新里町野397 74-0090

利用料
<市内居住者>　　　　　１日３００円
　ただし、６５歳以上の高齢者、未就学児、身障手帳保有者は、無料
　また、小中学生は１日１００円
<市外居住者>
　・６５歳以上　　　　１日３００円
　・６５歳未満　　　　１日５００円
　・小中学生　　　　　１日３００円

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
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●集いの場（サロン）
名　　　前 開設場所 住　　　　所 内　　　容

わいわいはつらつサロン
【赤城山サロン】

赤城集会所 新里町赤城山919-16 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★カラオケ、会食など

元気はつらついきいきドキドキサ
ロン【板橋サロン】

板橋住民センター 新里町板橋68-2 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★スマイルボウリング、会食など

関ふれあいいきいきサロン 関集会所 新里町関79-4 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★講話、介護予防体操、会食など

高泉ふれあいサロン 高泉住民センター 新里町高泉15-1 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★カラオケ、会食など

ふれあいいきいきサロン
【大久保サロン】

大久保集会所 新里町大久保405 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★会食など

ふれあいいきいきサロン
【奥沢サロン】

奥沢集会所 新里町476 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★カラオケ、会食など

上鶴ヶ谷ふれあい庚申祭 上鶴ヶ谷住民センター 新里町鶴ヶ谷521-1 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★カラオケ、会食など

下鶴ヶ谷サロン【下鶴ヶ谷町会】 下鶴ヶ谷集会所 新里町鶴ヶ谷31-10 開催日時については、回覧板で周知
★健康体操、カラオケ、会食など

アジサイの会【芝町会】 山上下鶴ヶ谷公民館 新里町山上1982-2 毎月１日　午前10時～
★健康体操、カラオケなど

町組いきいき活動【町組町会】 町組集会所 新里町山上837-1 毎月第２水曜日　午前9時～
★健康体操、ｶﾗｵｹ、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌなど

産巣日
オムスビ

の会【元町常会】 元町集会所 新里町山上153 毎月第３火曜日　午前10時～正午
★軽運動、介護予防体操など
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●集いの場（サロン）
名　　　前 開設場所 住　　　　所 内　　　容

サロン小林【小林町会】
①小林集会所
②中島住民センター

①新里町小林441
②新里町小林216-1

開催日時については、回覧板で周知
★小林集会所と中島住民センターで交互に開催

①上武井住民センター
②下武井住民センター

①新里町武井437-5
②新里町武井321-2

③武井天笠住民センター ③新里町武井939

野町会茶話会【野町会】 野集会所 新里町野197-1 毎月第1月曜日　午前10時～正午
★介護予防体操、会食など

広間地ふれあいサロン 広間地住民センター 新里町新川44-2 年２回開催。日時については回覧板で周知
★軽運動、健康体操、けんちん汁作りなど

子安観世音祭典【広間地サロン】 広間地住民センター 新里町新川44-2 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★余興、会食など

薬師様祭典【東部サロン】 旧東部集会所 新里町新川1293-8
年１回開催。日時については、回覧板で周知
★余興、会食など

高齢者感謝の集い
【八幡サロン】

八幡住民センター 新里町新川543-2 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★講話、介護予防体操、会食など

天神地区はつらつサロン 天神集会所 新里町新川3460
年２回開催。日時については、回覧板で周知
★講話、介護予防体操、余興、会食など

宿ふれあいいきいきサロン 農村女性の家 新里町新川2065-8 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★講話、余興、会食など

元宿ふれあいいきいきサロン 元宿集会所 新里町新川1975-2 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★講話、余興、会食など

新宮ふれあいいきいきサロン 新宮住民センター 新里町新川1940-1
年１回開催。日時については、回覧板で周知
★講話、体操、会食など

武井えんがわふれあい会
【武井町会】

毎月第１水曜日　午前10時～
★武井町会３町会(上武井、下武井、武井天笠)
持ち回りで開催
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●集いの場（サロン）
名　　　前 開設場所 住　　　　所 内　　　容

鏑木ワイガヤサロン 鏑木集会所 新里町新川2252 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★講話、介護予防体操、ゲーム、会食など

熊野ふれあいいきいきサロン 熊野集会所 新里町新川2984-2 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★カラオケ、会食など

藤生沢いきいきサロン 藤生沢集会所 新里町新川3242-8 年１回開催。日時については、回覧板で周知
★DVD鑑賞、ゲーム、会食など

久保井ふれあいサロン 久保井集会所 新里町新川2563-2
年１回開催。日時については、回覧板で周知
★余興、会食など

新宮ひまわり会 新宮住民センター 新里町新川1940-1 第１水曜日　9時30分～　

八幡サロン 八幡住民センター 新里町新川543-2 第２、第４金曜日　10時～

元気おりおり体操
(主 介護予防サポーター)

新里福祉センター 多目的研修室 新里町野３９７
毎月１回第４水曜日
午前9時15分～同9時45分

●ボランティア
名　　　前 内　　　容 種　　　別

新里地域ボランティア連絡協議会
施設訪問等の手伝い。新里町内
で行われる事業等への参加・協
力。

ボランティア団体
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●公民館サークル　　〈問い合わせ先：新里支所新里公民館　℡：７４－４１５１〉

【展示】 【スポーツ】

名　　　前 活動内容 活動日 活動時間 名　　　前 活動内容 活動日 活動時間

努洋会 油彩画 第1・3土 13：00～ さくら草 毎週水 19：00～

新輝会 水彩画 第1・3火 13：30～ さざんか 毎週水 13：30～

絵手紙サークル・城山 絵手紙 第1・3水 13：30～ 18期生 第1・3土 10：00～

陶寿会 9：30～ 桜の里 第2・4月 13：00～

陶日会 9：30～ めきめき3B 不定期 不定

文月の会 第2水 13：30～ なごみ太極拳 太極拳 毎週木 14：00～

秋桜会 第3火 9：30～ 毎週土 13：30～

撫子倶楽部 第2火 9：30～ 毎週木 18：30～

書道会 書道 第3金 13：30～ そら太極拳クラブ 毎週火 16：30～

家庭倫理の会 書道・短歌 不定期 コスモス 毎週金 9：00～

新里町短歌会 短歌 第3日 13：00～ あすなろ 毎週月 9：00～

水墨画部 水墨画 第3金 13：00～ さらい 月2回土 9：00～

写真部 写真 第1火 19：00～ スポーツ吹矢の会 毎週火 13：30～

新里俳句会 俳句 第4日 13：00～ 毎週金 19：00～

桐生竹筆研究会 竹筆 第3水 14：00～ 毎週月 13：00～

薔薇の会 第3木 13：00～ シャンティ ヨガ 毎週水 9：30～

サボンの会 第1木 13：00～

彩の会 第2・4金

笑の会 第1・3金

手芸講座 毎週日 9：00～

クラフトバンドクラブ 第2火 10：00～
キノピー

いきいきクラブ 第4水 10：00～

太極拳

3B体操

陶芸 不定期

押し花
太極龍武術倶楽部 太極拳

吹矢
スポーツ吹矢上州新里

ソープカービング

軽量粘土 不定

手芸
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●公民館サークル　　〈問い合わせ先：新里支所新里公民館　℡：７４－４１５１〉

【各種ダンス】 【教養】

名　　　前 活動内容 活動日 活動時間 名　　　前 活動内容 活動日 活動時間

ハワイアンダンス（新里フラ教室） ハワイアンダンス 第2・4月 13：30～ 囲碁部 囲碁 第2・4日 9：30～

スィートハート フラダンス 毎週月 19：30～ 桐生西地区将棋愛好会 将棋 第1・3日 13：00～

新里エアロビ教室 毎週火 19：30～ 文化財部 文化財保護 不定期

BAⅡエアロビ 毎週木 20：20～ 好朋友倶楽部 第2月 13：00～

笑福サークル 創作ダンス 不定期 小紅家 毎週月 10：00～

Eサークル 英会話 毎週水 19：30～

【芸能】 赤城倶楽部 歴史・文化

名　　　前 活動内容 活動日 活動時間 わんぱくキッズ 子育て

和太鼓（どんどこ） 和太鼓 不定期 読み聞かせ会 朗読

舞踊部 舞踊 不定期

詩吟部（りんどう教室） 詩吟 毎週金 13：00～

歌謡部 カラオケ 不定期

民謡の会 民謡 第2・3・4木 9：30～

オカリナ　キンモクセイ 第2日

オカリナクラブ 第3水

遊琴会 大正琴 第1・2・4火 12：30～ 　　　キノピー

不定期

オカリナ 不定

エアロビクス

中国語
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●認知症等高齢者ＳＯＳネットワーク協力団体
名　　　前 住　　　　所 電話番号 名　　　前 住　　　　所 電話番号

医療法人社団にいさと会 新里町新川2488 74-1165
ヘルパーステーション
家族の家

新里町新川2739-49 74-2310

社会福祉法人桐生市社会
福祉協議会新里支所
（居宅介護支援事業所）

新里町野397 74-0088
訪問看護ステーション
KAERU YOKATTA

新里町小林甲115SDﾊｲﾂ1-5 46-9595

介護サービスステーション
めぐみ

新里町大久保67-4 74-3925
居宅介護支援事業所OHANA
デイサービスOHANA

新里町新川2036-54 46-7616

訪問看護ステーション
花あかり

新里町新川715-11
ファミリアイマイＥ号

51-3124 株式会社　林牧場 新里町赤城山923-239 74-8241

　　認知症等高齢者等が行方不明になった場合、地域の支援を得て早期に発見できるよう、

　関係機関の支援体制を構築し、高齢者の見守り及び生命・身体の安全並びに家族等への

　支援を図ることを目的とする桐生市認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業に協力

　してくれる団体です。
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●介護保険施設

<特別養護老人ホーム> <ケアハウス>
名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

げんき・倶楽部 新里町新川1312 70-2220 さわやか・倶楽部 新里町新川1312 70-2220

<老人保健施設> <訪問看護ステーション>
名　　前 住　　所 電話番号 名　　前 住　　所 電話番号

さくら苑 新里町新川2488 74-1165 KAERU　YOKATTA 新里町小林甲115 46-9595

訪問看護ステーション
花あかり

新里町新川715-11
ファミリアイマイE号

51-3124

<グループホーム>
名　　前 住　　所 電話番号

パライソ 新里町鶴ヶ谷257-8 46-8228

<看護小規模多機能居宅介護>
名　　前 住　　所 電話番号

ローズヴィレッジ 新里町新川584-3 74-2005

＜通所介護＞
名　　前 住　　所 電話番号

新里デイサービスセンター 新里町野397 74-0088

いきいき倶楽部 新里町新川1312 70-2220

デイサービスOHANA 新里町新川2036-54 46-8616

13ページ

http://2.bp.blogspot.com/-CcPxqR5ZwmU/U0pTZFbJGMI/AAAAAAAAfKA/fizLuwMlaH4/s800/tatemono_kaigo_shisetsu.png


●地域を応援している団体

名　　　前 事　務　局 電話番号

自治会 市役所市民生活課 46-1111

民生委員児童委員協議会 社会福祉協議会 46-4165

老人クラブ連合会 社会福祉協議会 46-4165

婦人団体連絡協議会 教育委員会生涯学習課 46-1111

食生活改善推進協議会 市役所健康づくり課 47-1152

母子保健推進協力会
市役所健康づくり課
新里保健センター

74-5550

介護予防サポーター 市役所長寿支援課 46-1111

妊産婦や乳幼児のいる家庭を訪問し、子育ての経験を活かしたア
ドバイスなど保健師とのパイプ役となり活動している。

介護予防サポーター養成講座上級を取得したサポーターがひだま
りの会として活動

内　　　　　　　　　　　容

19区(7町会)　20区(5町会)　21区（1町会）　全13町会

27人の民生委員・児童委員

19区(3クラブ) 20区(7クラブ) 21区(６クラブ)

生活習慣病予防や健康の保持増進のため、自分と家族及び地域の
人々に食生活改善の輪を広げる活動をしている。

老人クラブは、高齢

者が豊かな人生経験

を活かしながら連帯

の輪を広げ、喜びを

共感できる活動を実

施しています。一緒に

活動する会員を募集

しています。
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●公共機関（皆さんを支援するところ） ●シルバー人材センター

名　　　前 住　　　　所 電話番号 名　　　前 住　　　　所 電話番号

桐生市役所長寿支援課 桐生市織姫町1-1 46-1111
桐生市シルバー人材
センター本部

桐生市美原町5-3 43-9161

桐生市役所新里支所 桐生市新里町武井693-1 74-2211
桐生市シルバー人材
センター新里支所

桐生市新里町山上867 74-6776

桐生市社会福祉協議会 桐生市新宿3-3-19 46-4165

桐生市社会福祉協議会
新里支所

桐生市新里町野397 74-8880

●安心安全のための駐在所

名　　　前 住　　　　所 電話番号
桐生市地域包括支援
センターにいさと

桐生市新里町新川2488 74-3032

74-4545

桐生保健福祉事務所 桐生市相生町2-351 53-4131 小林駐在所 桐生市新里町小林71-1 74-8125

桐生みどり消防署大間々
新里分署

みどり市大間々町
桐原247

73-1555 新川駐在所 桐生市新里町新川2056-1
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●社会参加が出来る事業
事　　業　　名 事　　務　　局 内　　　　　　　　　　　容

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る。

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る。

(地域包括支援センターにいさとにもご相談ください）

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る。

認知症サポーターは、認知症を正しく理解して、認知症の人とその家族が、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。

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１０名以上
集まれば、出張で講座を開催することもできる。

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
境整備などがある。
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
ることができる。

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。

介護予防サポーターは、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。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
している。
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
ている。

介護予防サポーター

桐生市役所長寿支援課

46-1111（代表）

桐生市社会福祉協議会

46-4165(代表)

32-5222

在宅医療介護連携センター
きりゅう

認知症サポーター

高齢者介護サポーター
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●各種教室：詳しい日程は、広報きりゅうをご覧ください。●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。

健康づくり課からご案内

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。

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。

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！

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！
問い合わせ先：

桐生市健康づくり課成人保健係
TEL 47-1152
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長寿支援課事業のご案内
●桐生市オリジナル介護予防体操「元気おりおり体操」普及事業

●介護予防教室「にっこり楽々教室」

●ふれあい収集

●はり・きゅう・マッサージサービス券

●緊急通報装置の貸与

●緊急通報装置設置及びシステム利用事業

●ひとり暮らし高齢者無料入浴券
65歳以上のひとり暮らし高齢者の方に市内長寿センター及び公衆浴場で使用できる入浴券を年間36枚（月3枚）交付します。＊民生委
員さんを通じて交付します。再交付できません。

桐生市歌に乗せ、機織りの動作を取り入れた介護予防体操です。毎日続け、筋力の維持向上を図り、要介護状態や寝たきり状態になる
ことを防ぎましょう。
各長寿センターや地域サロンで体操を行っています。10名以上集まれば出前講座にて体操指導を行います。

介護予防に関する知識を得て、いつまでも元気で自立した生活が送れるように介護予防教室を開催します。
詳しい日程・会場は広報きりゅうでお知らせします。

市内に住所を有し、要支援1以上の認定を受けている65歳以上のひとり暮しの方について、ごみステーションにごみを出せない方につ
いて、週1回自宅玄関まで収集車が収集に伺います。ケアマネジャーまたは、地域包括支援センターへご相談ください。

70歳以上の高齢者に1枚あたり800円の助成券を年間5枚、配布します。長寿支援課及び支所（市民生活課）・中央・境野・広沢・梅
田・相生・川内・菱公民館にて申請してください。＊年齢を証明できる身分証明書を持参してください。

要支援1以上に認定を受けている65歳以上のひとり暮らしまたは、高齢者のみの世帯で、同居者が虚弱である世帯にボタン1つで桐生
市消防本部に通報される緊急通報装置を貸し出します。他に条件がありますので、詳しくは長寿支援課までお問い合わせください。

緊急通報装置貸与事業の利用対象者の範囲を拡げた緊急通報装置設置及びシステム利用事業が始まりました。対象者は市内に在住する
65歳以上の方です。設置には費用負担がございます。他にも条件がありますので、詳しくは長寿支援課までお問い合わせください。

他にもたくさんの事業がございます。詳しくは、桐生市在宅高齢者福祉ガイドをご覧ください。

お問い合わせは 桐生市長寿支援課 ０２７７－４６－１１１１（５５６・５５７・５８８）まで
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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
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域



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



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
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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
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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
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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
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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
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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

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

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247-5 46-7740

ミナミ薬局 新宿1-3-7 22－0373

共創未来サンロード薬局 末広町3-12 43－2004

西桐生薬局 堤町2-5-20 47－0425

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

わたらせ薬局 錦町3-7-10 46－5050

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

薬局田島平和堂 仲町2-5-34 44－5235

【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。
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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。

マイ薬局 仲町2-7-23 44－3891

ウツ木薬局 東2-8-5 44－6539

共創未来 桐生東薬局 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

境野調剤薬局 境野町6-1437 47－2202

プロメディカル株式会社 広沢町間ノ島216 54－0473

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
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ヘルシー薬局 川内町2-287-1 65－5313

杏美堂 新里町新川594-4 74－4755

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(旧たんぽぽ薬局) 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 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
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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。

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

共創未来アイオイ薬局 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（旧ｵﾘｰﾌﾞ薬局） 相生町1-209-1 55－5222

あしなか調剤薬局 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
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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
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ふえき接骨院 川内町4-47-15 65-5125

第６
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ながや接骨院 新里町新川4039-3 74-5938

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
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接骨院一覧

圏域 名前 住所 電話番号

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



本町、横山町、永楽町、小曾根町、宮本町、東久方町、西久方町、

天神町、平井町、梅田町

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

仲町、川岸町、泉町、東町、高砂町、旭町、東、菱町

境野町、広沢町４～７丁目、間ノ島

川内町、黒保根町

新里町

相生町２～５丁目

広沢町１～３丁目、相生町１丁目

第７圏域

第８圏域

第１圏域

第２圏域

第３圏域

第４圏域

第５圏域
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介護ってどうやるの？ 　　　　足腰が弱くなってきた・・・

介護保険ってなに？ 　　物忘れがひどくなってきた
　 　　気がする・・・

　 　　　最近、顔を見かけないんだけど
　　　　    お金の管理が心配だけど 　　　　　　心配で・・・

　　　だれか頼める人がいないかな？ 　　　　　怒鳴り声が聞こえる・・・

地域包括支援センターとは、住み慣れた地域で生活を続けられるように健康・医療・福祉・介護など様々な面から

支えていく事を目的に、桐生市より委託されています。相談は無料、秘密は守られます。訪問できます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色　　　々　　　な　　　心　　　配

相談してよかった・・・

安心して相談できる窓口があります。

桐生市地域包括支援センター　にいさと

0277-74-3032
桐生市新里町新川2488番地　
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