
　看護職は、医療の一端を担う重要な職業です。本校は、看護の道を通して社会の要望に対応でき
る豊かな人間性を持った有能な人材を育成することを目的としております。

　准看護師で看護師を志願する者を、自ら成長する姿勢と地域社会の期待に応えられる豊かな人間性を備え
た専門職業人に育成することを目的とする、修業年限3カ年の2年課程（昼間定時制）の看護師養成所です。

※詳細は、ホームページまたは本校へお電話ください。
TEL.0277-47-2504　メール：kiryujunkan@yahoo.co.jp

〒376-0027
群馬県桐生市元宿町18-2 
TEL.0277-47-2500

令和2年12月1日現在
※市外局番は(0277)です

Kiryu City Medical Association

一般入試 1月下旬

日　程 試 験 科 目
数学、 国語、 作文、 面接

二次募集 3月中旬 数学、 国語、 作文、 面接

※社会人入試（30歳以上）数学免除

試験科目

2月上旬一般入学試験

1） 学科試験　①一般教養科目（国語・数学・英語）　②専門基礎科目・専門科目
2） 小論文　　　3） 面接

※後期入試（二次募集）についてはお問い合わせください

始業および就業時間

学院内の見学・説明を随時行っています。 お問い合わせください！！

TEL.0277-47-2503　e-mail：k-koukan@bz01.plala.or.jp

講義　始業 13：00　終業 17：00 
実習　領域別実習（始業8：30、終業16：30） 　統合実習（始業8：30、終業17：00）

桐生准看護学校 TEL.0277-47-2504
桐生高等看護学院 TEL.0277-47-2503
臨床検査部 TEL.0277-47-2505
ヘルパーステーションきりゅう TEL.0277-47-2520
平日夜間急病診療所 TEL.0277-47-2501
訪問看護ステーションきりゅう TEL.0277-47-2535
居宅介護支援事業所きりゅう TEL.0277-47-2506
在宅医療介護連携センターきりゅう TEL.0277-32-5222
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医療機関名 所在地 電話番号
あいおい眼科医院 桐生市相生町2丁目105 54-5350
相生ひふ科医院 桐生市相生町2-584-13 52-7939
会田医院 みどり市大間々町大間々1063 72-1282
アイダ痛みのクリニック みどり市大間々町大間 3々82-6 30-7077
アウルこどもクリニック 桐生市新里町山上690-4 70-2112
青木眼科 みどり市大間々町大間 2々9-1 72-7070
阿部医院 桐生市相生町1-338 53-5411
安部クリニック 桐生市旭町180-3 45-0794
雨宮内科医院 桐生市東2-8-9 44-7753
飯山医院 みどり市笠懸町鹿2956-3 76-9130
五十嵐内科医院 桐生市本町2丁目1-21 22-7043
石川整形外科医院 桐生市天神町3-5-24 22-8611
石川内科クリニック 桐生市東5丁目2-16 47-3014
いずみ内科 桐生市境野町6丁目541-2 20-8080
稲葉医院 みどり市大間々町大間々1572-2 72-1655
岩下病院 桐生市本町4丁目320 22-0151
岩宿クリニック みどり市笠懸町阿左美1506-3 46-7200
えだくに整形外科 桐生市新里町山上525-1 20-2250
大澤医院 桐生市相生町2-407 52-3312
大前医院 桐生市元宿町21-5 22-3387
小児科小川醫院 桐生市東5丁目6-22 44-6008
おのこどもクリニック 桐生市新宿3丁目13-35 20-7780
小保方医院 みどり市大間々町大間々964 72-2505
おりひめ医院 桐生市織姫町4-33 47-1248
かさかけ整形外科クリニック みどり市笠懸町鹿4712-10 46-9746
金沢医院 桐生市相生町1丁目131 52-0898
金子医院 桐生市本町6丁目377 45-2463
かねこ耳鼻咽喉科クリニック みどり市笠懸町阿左美1311-1 46-8723
かぶらぎ内科クリニック みどり市笠懸町鹿2439-15 70-7575
かわうち内科クリニック 桐生市川内町3-277-1 65-6500
川島眼科医院 桐生市本町6丁目12 45-2242
関内科医院 みどり市大間々町大間々1838-8 73-2022
菊地医院 桐生市琴平町2-47 45-2883
岸病院 桐生市相生町2丁目277 54-8949
北川眼科医院 桐生市仲町1丁目12-3 44-1010
北川内科クリニック 桐生市錦町2丁目12-2 44-7706
きたむらクリニック みどり市大間々町大間々687-1 30-7577

木村クリニック 桐生市本町4丁目79-1
島共同ビル1階2号室 44-7781

群馬中央医療生活協同組
合桐生協立診療所 桐生市相生町2丁目554-7 53-3911

桐生クリニック 桐生市広沢町2丁目3181 54-1350
桐生厚生総合病院 桐生市織姫町6-3 44-7171
桐生整形クリニック 桐生市広沢町間ノ島366-2 40-2800
桐生整形外科病院 桐生市相生町1-253-1 40-2600
くりた医院 みどり市笠懸町阿左美1321-7 70-7800
クリニック樹 みどり市笠懸町阿左美1449-5 30-8808
栗原皮フ科医院 桐生市本町1丁目3-8 22-3234
恵愛堂クリニック 桐生市新里町新川1255-9 74-2311
恵愛堂病院 みどり市大間々町大間々504-6 73-2211
小暮医院 桐生市相生町2-847-2 52-6608
小島内科医院 桐生市新宿3丁目1-12 44-8919
木の実クリニック みどり市大間々町大間 2々319-3 46-6373
こんどう整形外科リハビ
リテーション科医院 桐生市仲町2-11-6 44-5066

斉藤医院 みどり市大間々町大間々676 72-1230
さいとう内科クリニック みどり市笠懸町久宮164-12 47-7770
さかいのクリニック 桐生市境野町2丁目617 44-8557
坂本内科医院 桐生市仲町1-13-30 44-8989
さくらクリニック 桐生市本町6-375 46-3739
さくら耳鼻咽喉科 みどり市笠懸町鹿2566-12 76-1133
耳鼻咽喉科設楽医院 桐生市相生町2丁目471-7 54-1517
志鳥クリニック みどり市笠懸町鹿4650 76-9998

医療機関名 所在地 電話番号
篠原クリニック 桐生市相生町3丁目174-22 52-6750
島村京子クリニック 桐生市相生町1丁目141-1 55-6611
しむらクリニック 桐生市相生町1丁目627 52-5253
下山医院分院 桐生市新里町新川3977 74-3320
下山内科医院 桐生市新里町新川3987 74-3322
昭和皮膚科医院 桐生市新宿2丁目2-9 43-7779
城田クリニック 桐生市天神町3丁目5-24 22-7211
新宿医院 桐生市新宿1丁目13-14 44-5930
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
鈴木整形外科クリニック 桐生市相生町5丁目387-99 53-1170
須永医院 みどり市大間々町大間々922 73-5811
関田内科クリニック 桐生市相生町5丁目284-21 54-2511
赤南診療所 桐生市新里町小林50-4 74-8344
袖野眼科医院 桐生市仲町2丁目10-41 44-4814
高木病院 桐生市相生町5丁目754 53-7711
たかのす診療所 桐生市川内町2丁目289-1 65-9229
高橋産婦人科医院 桐生市相生町2-458 53-8531
武井内科医院 桐生市広沢町1丁目2684 53-6060
田中医院 桐生市広沢町2丁目3146-5 54-5012
寺田内科小児科医院 みどり市笠懸町阿左美1896-5 77-1100
東邦病院 みどり市笠懸町阿左美1155 76-6311
永田医院 桐生市末広町4-8 22-5122
日新病院 桐生市菱町3-2069-1 30-3660
萩原医院 みどり市大間々町大間々1534 72-1025
はせがわ循環器内科クリニック 桐生市新宿2-8-26 44-9041
長谷川整形外科医院 桐生市広沢町4丁目1913 52-6671
花輪診療所 みどり市東町花輪212-3 97-2009
林内科医院 桐生市川岸町179 45-2072
ひきた小児科クリニック 桐生市仲町2-7-20 44-3040
日野医院 桐生市広沢町4丁目1985 54-1820
藤井医院 桐生市梅田町1-22-2 32-0666
藤井クリニック 桐生市川内町4丁目208 20-3055
藤井内科医院 桐生市境野町6丁目1463-1 44-8897
ふじう医院 桐生市広沢町5丁目1466 54-3851
藤江醫院 桐生市本町4-314 22-7777
藤田小児科医院 桐生市広沢町4丁目1908-3 52-8289
星野クリニック 桐生市小曾根町7-18 44-1125
細井内科医院 桐生市浜松町1丁目2-5 44-3818
細野医院 桐生市新里町新川1354-6 74-2300
前川内科医院 桐生市相生町2-455-1 53-4114
前原内科医院 桐生市天神町1丁目4-1 22-2417
松井内科医院 みどり市笠懸町鹿3322-1 70-7610
まろ医院 桐生市本町3丁目4-18 44-6031
水谷胃腸科外科医院 桐生市三吉町2丁目1-5 45-2525
水沼診療所 桐生市黒保根町水沼155-1 96-2006
みどり市国民健康保険診療所 みどり市笠懸町鹿250 76-2135
みどり病院 みどり市笠懸町鹿2646-2 76-1110
みなみ眼科 桐生市境野町1丁目1262-1 43-3180
三丸医院 桐生市宮本町1丁目12-11 22-3419
みやざわ整形外科 桐生市相生町3丁目515-5 53-1188
宮原内科医院 桐生市広沢町5丁目1570 52-7066
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
村岡醫院 桐生市本町3-2-28 45-2888
森田クリニック 桐生市相生町2丁目231-1 54-8340
森の診療所 みどり市笠懸町久宮124-1 47-8118
矢部クリニック 桐生市錦町1-4-44 45-3711
山口クリニック 桐生市広沢町6丁目355 54-4153
山崎医院 桐生市新宿1丁目6-5 44-4925
大和病院 桐生市稲荷町2-9 45-1551
療育センターきぼう みどり市大間々町大間々22-4 73-2605
両毛整肢療護園 桐生市広沢町1-2648 54-1182
わたらせリバーサイド
クリニック 桐生市相生町1丁目220-1 53-3166
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令和2年12月1日現在
※市外局番は(0277)です

Kiryu City Dental Association

　桐生市歯科医師会では、自宅で寝たきりの人や心身に障害があり、通院できない人を対象とし
て、歯科訪問診療や受診相談などを行っています。

　所定の申込用紙に記入して、歯科医師会館へ
（桐生市堤町3-3-2　TEL.0277-45-1397　FAX.0277-47-1758）お申込みください。所定の申込
用紙は、歯科医師会館、健康長寿課（市役所１階）にあります。

日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）
午前10時～午後２時30分
桐生市堤町3-3-2　　TEL.0277-45-1397
この診療所は、休日のやむを得ない救急の患者さんのみを対象に運営しており
ます。
　原則として痛みのない場合（例えば入れ歯が壊れた、仮歯が取れた、平日忙し
くて歯科医院に行けない等）は診察できませんので、あらかじめご了承ください。
　上記の趣旨により、処置はその後の歯科医院へ受診するまでの応急処置に限
らせていただきます。また、受診の際は事前に電話連絡してください。
上毛電鉄「丸山下」駅より徒歩10分
桐生市方面から・・・・・赤岩橋手前、堤町三丁目交差点を左折
赤岩橋方面から・・・・・赤岩橋を渡り、堤町三丁目交差点を右折

〒376-0042　群馬県桐生市堤町3-3-2 
TEL.0277-45-1397　FAX.0277-47-1758
URL：http://www.kirishi.com

休日緊急歯科診療所

歯科訪問診療

診療日
受付時間
所在地
注意事項

電車の場合
自動車の場合

申込方法

丸山下駅丸山下駅

桐生市歯科医師会館桐生市歯科医師会館

堤町三丁目堤町三丁目

桐生自動車教習所桐生自動車教習所

赤岩橋
方面か

ら➡

赤岩橋
方面か

ら➡

➡

桐生市方面から

➡

桐生市方面から

114

生
活
ガ
イ
ド

２１０２桐生市(SG60)企画後半.indd   114 2021/01/14   13:01:12



令和2年12月1日現在
※市外局番は(0277)です

Kiryu City Dental Association

　桐生市歯科医師会では、自宅で寝たきりの人や心身に障害があり、通院できない人を対象とし
て、歯科訪問診療や受診相談などを行っています。

　所定の申込用紙に記入して、歯科医師会館へ
（桐生市堤町3-3-2　TEL.0277-45-1397　FAX.0277-47-1758）お申込みください。所定の申込
用紙は、歯科医師会館、健康長寿課（市役所１階）にあります。

日曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）
午前10時～午後２時30分
桐生市堤町3-3-2　　TEL.0277-45-1397
この診療所は、休日のやむを得ない救急の患者さんのみを対象に運営しており
ます。
　原則として痛みのない場合（例えば入れ歯が壊れた、仮歯が取れた、平日忙し
くて歯科医院に行けない等）は診察できませんので、あらかじめご了承ください。
　上記の趣旨により、処置はその後の歯科医院へ受診するまでの応急処置に限
らせていただきます。また、受診の際は事前に電話連絡してください。
上毛電鉄「丸山下」駅より徒歩10分
桐生市方面から・・・・・赤岩橋手前、堤町三丁目交差点を左折
赤岩橋方面から・・・・・赤岩橋を渡り、堤町三丁目交差点を右折

〒376-0042　群馬県桐生市堤町3-3-2 
TEL.0277-45-1397　FAX.0277-47-1758
URL：http://www.kirishi.com

休日緊急歯科診療所

歯科訪問診療

診療日
受付時間
所在地
注意事項

電車の場合
自動車の場合

申込方法

丸山下駅丸山下駅

桐生市歯科医師会館桐生市歯科医師会館

堤町三丁目堤町三丁目

桐生自動車教習所桐生自動車教習所

赤岩橋
方面か

ら➡

赤岩橋
方面か

ら➡

➡

桐生市方面から

➡

桐生市方面から

医療機関名 所在地 電話番号
相生なかじま歯科医院 桐生市相生町2-319-1 55-4677

相三歯科医院 桐生市相生町3-509-2 54-6480

青木歯科医院 桐生市本町1-3-4 22-6480

あきこ歯科医院 桐生市新里町新川584-7 20-2220

アクツ歯科医院 桐生市相生町2-535-4 54-4182

ア歯科藤田診療所 桐生市広沢町4-1908-3 52-8288

あずま歯科クリニック みどり市東町花輪230の2 97-2575

天野歯科医院 桐生市本町6-381 45-2709

飯野歯科医院 桐生市相生町5-284-13 52-5598

飯野歯科クリニック 桐生市新里町山上574－6 74-5566

今泉歯科医院 桐生市広沢町間ノ島291-5 54-9893

井本歯科医院 桐生市相生町2-736-7 52-5664

ММ歯科・矯正歯科 桐生市広沢町4-1970-197 47-6701

大島歯科医院 桐生市相生町2-260 53-0330

大塚歯科クリニック 桐生市天神町3-5-8 47-3990

加孝歯科クリニック 桐生市広沢町7-5310 54-0865

笠間歯科医院 みどり市大間々町大間々974 72-1242

かとう歯科 みどり市大間々町大間々566-1 46-6480

金子歯科医院 桐生市相生町5-668-2 54-3344

かねこ歯科医院 桐生市境野町2-717 44-8249 

北川歯科医院 桐生市巴町2-1821-69 45-2085

木村歯科医院 桐生市川内町4-40-5 65-8218

桐生歯科医院 桐生市錦町3-5-8 43-4182

久保歯科医院 桐生市東5-6-27 44-0082
香村Ｄｅｎｔａｌ 
Ｃｌｉｎｉｃ 

みどり市大間々町大間 4々0
さくらもーる内 70-1282

小島歯科クリニック 桐生市宮本町1-2-35 43-2600

こだち歯科 桐生市本町6-395 47-5514

小林歯科医院 桐生市相生町2-814-4 54-8585

小林歯科医院 桐生市堤町2-1-13 22-6255

小林歯科クリニック 桐生市本町6-1-1 44-5333

斎藤歯科医院 桐生市境野町1-830-1 43-7611

さかい歯科クリニック 桐生市広沢町2－3114－8 52-6480

坂爪歯科医院 桐生市広沢町3-4070-1 53-2540

坂爪歯科医院 桐生市相生町2-469-16 53-8445

さくらぎ歯科医院 桐生市相生町1-228 55-5815

さくらや歯科医院 桐生市東1-1-38 43-0118

ささい歯科医院 みどり市大間々町大間々889 30-7217

山藤矯正歯科クリニック 桐生市巴町2-7-7 30-3110 

塩崎歯科医院 桐生市宮前町1-3-21 22-4574

下山歯科医院 桐生市広沢町2-2972－5 54-3948

下山歯科クリニック 桐生市相生町3-633-2 55-0118

じゅん歯科医院 桐生市菱町2-1854-5 22-8818

すが歯科医院 みどり市大間々町大間々1381 72-1491

医療機関名 所在地 電話番号
須藤歯科医院 桐生市境野町7-190-8 22-6430

須藤歯科医院 桐生市東7-1-21 45-1840

須永歯科医院 桐生市永楽町6-21 22-8410

すなが歯科クリニック 桐生市新里町新川4040-9 30-6480

スマイル歯科矯正歯科 桐生市相生町1－199－1 54-2525

諏訪歯科医院 桐生市川内町2-237-7 65-7788

たかぎ歯科医院 桐生市新里町山上500-1 74-4618

高木歯科医院 桐生市清瀬町2－18 47-1682

高島歯科医院 桐生市錦町2-14-14 44-4812

たかのす診療所 桐生市川内町2-289-1 65-9229

田島歯科 桐生市東4-5-18 45-1313

とおる歯科医院 桐生市川内町3-331-9 65-7115

鳥羽歯科医院 桐生市相生町2-624-10 52-5683 

内藤歯科医院 桐生市末広町4-6 22-7110

長澤歯科医院 桐生市本町4-甲73 45-2446

中島歯科医院 桐生市琴平町11-11 22-0008

新里歯科医院 桐生市新里町新川1255-3 74-3835

野田歯科クリニック 桐生市広沢町4-2281-3 54-8883

はとり歯科 桐生市相生町5-459-13 54-5588

広沢歯科 桐生市広沢町2-3394 52-8241

ほしの歯科 桐生市境野町2-1463-19 30-3221

本町歯科医院 桐生市本町5-361 22-2224

ますやま歯科医院 桐生市仲町1-7-12 44-5300

松本歯科医院 桐生市琴平町3-9 44-3065

松本歯科医院 桐生市広沢町5-1465 52-7008

水沼歯科診療所 桐生市黒保根町水沼164-5 96-2600

三丸歯科クリニック 桐生市相生町4-59-8 52-1511

ミナミ歯科 桐生市新宿2-1-24 44-7602

宮原歯科医院 桐生市相生町1-412-6 53-8567

森下歯科クリニック 桐生市錦町1-9-27 47-0155

モリシマ歯科医院 桐生市東4-3-11 44-3711

矢嶋歯科医院 桐生市新宿1-12-10 44-6496

山崎歯科医院 桐生市永楽町1-35 22-4868

鎗田歯科医院 桐生市本町5-351 22-4020

百合歯科医院 桐生市仲町3-3-3 44-8148

わかつき歯科 みどり市大間々町大間々
442-41 72-1183

わたなべ歯科クリニック 桐生市相生町5-589-3 52-9955 
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令和2年12月1日現在
※市外局番は(0277)です

Kiryu City Pharmaceutical AssoCiation

　薬局というと処方せんがないと行けない、病気の人、具合の悪い人が利用するところと思っていな

いでしょうか。そんなことはありません。地域に密着した、市民のみなさまの一番身近な保健室とし

て、利用してください。健康に関すること、介護に関すること、もちろんお薬のプロですからお薬に関す

ることを気軽に相談できるところが薬局です。ぜひかかりつけの薬局、かかりつけ薬剤師を決めて利

用してください。

　桐生薬剤師会では、桐生市・みどり市の地域のみなさまの健康増進と公衆衛生向上のため、薬剤

師職能を発揮し地域のみなさまの期待に応えるべく努力してまいります。

〒376-0024　群馬県桐生市織姫町5-50 桐生協同薬局内
TEL.0277-20-7020 （月火12:00 ～ 18:00　水木12:00 ～ 16:00)
FAX.0277-20-7021 　　　Mail：kiriyaku@oregano.ocn.ne.jp

責任を持って処方せんを
調剤いたします。

か か り つ け 薬 局 の メ リ ット

責 任

薬について、いつでも
説明・相談にお答えします。

気 軽

あなたの薬歴（お薬の使用の記録
等）を作り、薬の重複や飲み合わ
せなどを確認します。

安 心

寝たきりの患者さんなどには、ご
自宅まで薬をお届けし、説明・相
談に応じます。

身 近

寝たきりの患者さんなどには、ご
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令和2年12月1日現在
※市外局番は(0277)です

Kiryu City Pharmaceutical AssoCiation

　薬局というと処方せんがないと行けない、病気の人、具合の悪い人が利用するところと思っていな

いでしょうか。そんなことはありません。地域に密着した、市民のみなさまの一番身近な保健室とし

て、利用してください。健康に関すること、介護に関すること、もちろんお薬のプロですからお薬に関す

ることを気軽に相談できるところが薬局です。ぜひかかりつけの薬局、かかりつけ薬剤師を決めて利

用してください。

　桐生薬剤師会では、桐生市・みどり市の地域のみなさまの健康増進と公衆衛生向上のため、薬剤

師職能を発揮し地域のみなさまの期待に応えるべく努力してまいります。

〒376-0024　群馬県桐生市織姫町5-50 桐生協同薬局内
TEL.0277-20-7020 （月火12:00 ～ 18:00　水木12:00 ～ 16:00)
FAX.0277-20-7021 　　　Mail：kiriyaku@oregano.ocn.ne.jp

責任を持って処方せんを
調剤いたします。

か か り つ け 薬 局 の メ リ ット

責 任

薬について、いつでも
説明・相談にお答えします。

気 軽

あなたの薬歴（お薬の使用の記録
等）を作り、薬の重複や飲み合わ
せなどを確認します。

安 心

寝たきりの患者さんなどには、ご
自宅まで薬をお届けし、説明・相
談に応じます。

身 近

店名 所在地 電話番号

保険薬局
エンドー薬局 桐生市広沢町6-898-6 52-1515
エンドー薬局 おりひめ店 桐生市錦町2-9-9 44-8088
エンドー薬局 さくら店 桐生市広沢町2-3187-1 55-0080
わかば薬局 桐生市相生町5-409-14 54-7447
わかば薬局Ⅲ 桐生市相生町5-284-140 53-5771
つくし薬局 みどり市大間々町大間 3々1-14 30-7211
若菜薬局 みどり市笠懸町阿左美1922-2 40-5337
本町薬局 桐生市本町6-375 44-5225
わたらせ薬局 相生店 桐生市相生町3丁目515-4 54-6060
わたらせ薬局 厚生前 桐生市織姫町5-47 30-3588
わたらせ薬局南店 桐生市新宿１丁目6-6 46-8601
共創未来 あおい薬局 桐生市境野町6丁目588-1 20-8025
あさひ薬局 桐生市浜松町2丁目12番30号 30-2132
共創未来 あたご薬局 桐生市相生町2丁目461-2 55-1250
共創未来 桐生桜木薬局 桐生市相生町1-209-1 55-5222
共創未来 快生堂薬局 みどり市大間々町大間々504-4 73-1193
共創未来 カトレア薬局 桐生市本町4-323 47-2281
共創未来 桐生協同薬局 桐生市織姫町5-50 47-5051
共創未来 コジマ薬局 桐生市天神町3-5-19 40-1477
共創未来 境野薬局 桐生市境野町6-1437 47-2202
共創未来 サンセール薬局 桐生市広沢町間ノ島365-21 54-9911
共創未来 サンロード薬局 桐生市末広町3番12号 43-2004
共創未来 上毛薬局 桐生市相生町2丁目844-1 52-0755
共創未来 コロンバス薬局 桐生市浜松町1-3-28 20-8710
共創未来 かさかけ薬局 みどり市笠懸町鹿1846-3 40-5355
共創未来 すみれ薬局 桐生市相生町2丁目1062 52-2970
共創未来 やまかみ薬局 桐生市新里町山上690-10 30-6233
共創未来 にいさと薬局 桐生市新里町山上571-1 20-2131
共創未来 日の出薬局 桐生市広沢町6丁目302-23 52-4780
ひまわり薬局 桐生市天神町1-1-21 30-2033
共創未来 錦町薬局 桐生市錦町1丁目4-41 22-3101
共創未来 本二薬局 桐生市本町2-3-32 20-8600
共創未来 桐生東薬局 桐生市東5丁目2-19 45-1300
共創未来桐生みどり薬局 桐生市本町4丁目79-1 22-8475
共創未来 両毛ｱｲｵｲ薬局 桐生市相生町5丁目40-6 54-2526
共創未来 梅田町薬局 桐生市梅田町1丁目38-3 32-1815
共創未来  ﾌｼﾞﾔﾏ薬局 桐生市相生町2丁目274-9 54-1115
アルファーマ調剤薬局 
阿左美店 みどり市笠懸町阿左美659-10 47-8815

アルファーマ調剤薬局
大間々店 みどり市大間々町大間々12-３ 32-3974

あすなろ薬局かさかけ店 みどり市笠懸町鹿2433-9 47-7510
イムノファーマシーみどり店 みどり市笠懸町阿左美1158-2 46-9881
ウェルシア薬局 桐生境野店 桐生市境野町2-727-1 30-3532
エンドー薬局 あざみ店 みどり市笠懸町阿左美1321-9 70-7676
大間々おりひめ薬局 みどり市大間々町大間々1541-1 73-0600
大間々薬局 みどり市大間々町大間々1029 72-1030
笠懸中央薬局 みどり市笠懸町阿左美1146-8 30-8873

店名 所在地 電話番号
笠懸中央薬局 阿左美店 みどり市笠懸町阿左美1146-7 46-8889
金子薬局 みどり市大間々町大間々924 72-1207
カワチ薬局 桐生西店 桐生市相生町5-470-4 70-6015
カワチ薬局 桐生広沢店 桐生市広沢町4-2424-1 70-6327
きりなん薬局 桐生市境野町2-1292-7 40-1015
桐生調剤薬局 桐生市菱町3-2019-4 22-2517
健康堂薬局 桐生市仲町1丁目6-8 44-6509
健実堂調剤薬局 桐生市新里町新川1372-19 74-3434
コアラ薬局桐生店 桐生市相生町2丁目552-17 53-5211
このは薬局 笠懸店 みどり市笠懸町鹿2566-3 46-8911
コスモファーマ薬局　
大間々店 みどり市大間々町大間々473-12 70-1277

さいわい薬局 みどり市笠懸町阿左美176-10 76-9278
周藤薬局 桐生市広沢町5丁目1718-2 54-1929
そうごう薬局 相生店 桐生市相生町3丁目171-25 55-5061
仁盛堂薬局 桐生市菱町3丁目2044-9 46-3649
高瀬薬局 みどり市大間々町大間々1384 72-1156
調剤薬局ワイズ 桐生市本町3丁目4-28 46-7744
薬局  田島平和堂 桐生市仲町2丁目5-34 44-5235
タチコマ薬局 桐生市稲荷町2-3 20-7118
蓼沼東山堂薬局 桐生市菱町4-2258 45-0955
なな薬局 桐生市広沢町4-1970-161 47-6617
日本調剤おりひめ薬局 桐生市織姫町5番43号 44-1106
のぞみ薬局 桐生市相生町2丁目412-5 53-1880
ハーモニー薬局みどり店 群馬県みどり市笠懸町久宮164番地13 46-8900
ハラ薬局 桐生市永楽町6-14 22-4738
ファーコス薬局あしなか 桐生市相生町1丁目628-13 40-2580
ファイン薬局 大間々 みどり市大間々町大間々566-7 32-4193
ファースト調剤薬局　
桐生店 桐生市相生町1-251-1 46-9551

ファミリー調剤薬局 桐生市東5丁目371-1 40-1380
フレンド薬局 桐生市小梅町3-9 46-7740
ヘルシー薬局 桐生市川内町2丁目287-1 65-5313
ミナミ薬局 桐生市新宿1-3-7 22-0373
山崎翠松堂薬局 桐生市境野町6-546-3 44-6751
よつば薬局 桐生市織姫町5番4２号 47-6762
ライオン薬局 桐生市本町3丁目3番3号 22-2947
ライオン薬局みなみ店 桐生市本町3丁目4番22号 32-3901
わたらせ薬局 新田 桐生市相生町2丁目107-4 55-5510
和仁堂薬局 桐生市錦町2-16-9 22-5018

店舗販売業
杏美堂 桐生市新里町新川594-4 74-4755
東邦薬品㈱みどり営業所 みどり市笠懸町阿左美2833-1 76-6711
㈱盛運橋薬局  錦町店 桐生市錦町1-2-20 44-6060
プロメディカル株式会社 みどり市笠懸町阿左美1822番地 70-7770
㈱ヤマギシ 桐生市相生町2-454 52-5482
健晃堂薬品 みどり市笠懸町鹿4351 76-5718
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令和2年9月30日現在
※市外局番は(0277)です

Judo Therapist Association

　桐生・みどり市柔道整復師会は、桐生市、みどり市で開業している接骨院の会です。

令和2年9月30日現在、会員数46名で44の施術所があります。会員は、公益社団法人　群馬県柔

道整復師会所属の柔道整復師で構成されております。会の設立は、昭和31年（西暦1956年）であ

り今年で64年目を迎えることができました。

　接骨院では、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷（筋・腱の損傷）等のケガについて各種健康保険を使っ

て施術することができます。また、交通事故（自賠責保険）や労災保険等も施術の対象になります。

　さて、当会の事業としましては、休日当番接骨院、通所型サービスC事業（膝・腰らくらく体操）、

五師会（医師会･歯科医師会・薬剤師会･看護協会・柔道整復師会）による災害時研修、災害時救護

ボランティア、各種スポーツ大会の救護支援、介護認定審査会審査委員等を地域の皆様のご協力

をいただきながら実施させていただいております。

　超高齢化社会が到来しようとしている昨今、皆様の健康寿命を延ばすお手伝いをすることも私

たちの使命だと考えております。これからも地域医療の一員としての自覚を持ってお役に立てます

よう会員一同努力していく所存でございます。今後ともどうぞご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申

し上げます。

　また、身体の事で何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。（なお、当会会員

以外の接骨院・整骨院での問題は、対応できないこともありますのでご了承ください）

〒376-0002　群馬県桐生市境野町1-1208-1（大川接骨院内）
TEL.0277-44-1151　FAX.0277-44-1151
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令和2年9月30日現在
※市外局番は(0277)です

Judo Therapist Association

　桐生・みどり市柔道整復師会は、桐生市、みどり市で開業している接骨院の会です。

令和2年9月30日現在、会員数46名で44の施術所があります。会員は、公益社団法人　群馬県柔

道整復師会所属の柔道整復師で構成されております。会の設立は、昭和31年（西暦1956年）であ

り今年で64年目を迎えることができました。

　接骨院では、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷（筋・腱の損傷）等のケガについて各種健康保険を使っ

て施術することができます。また、交通事故（自賠責保険）や労災保険等も施術の対象になります。

　さて、当会の事業としましては、休日当番接骨院、通所型サービスC事業（膝・腰らくらく体操）、

五師会（医師会･歯科医師会・薬剤師会･看護協会・柔道整復師会）による災害時研修、災害時救護

ボランティア、各種スポーツ大会の救護支援、介護認定審査会審査委員等を地域の皆様のご協力

をいただきながら実施させていただいております。

　超高齢化社会が到来しようとしている昨今、皆様の健康寿命を延ばすお手伝いをすることも私

たちの使命だと考えております。これからも地域医療の一員としての自覚を持ってお役に立てます

よう会員一同努力していく所存でございます。今後ともどうぞご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申

し上げます。

　また、身体の事で何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。（なお、当会会員

以外の接骨院・整骨院での問題は、対応できないこともありますのでご了承ください）

〒376-0002　群馬県桐生市境野町1-1208-1（大川接骨院内）
TEL.0277-44-1151　FAX.0277-44-1151

接骨院名 所在地 電話番号
新井接骨院　 桐生市境野町4-1100 44-7577

アース接骨院 みどり市笠懸阿左美3305-1 51-4276

いけだ整骨院 桐生市東4-6-45 43-5233

岩崎接骨院 桐生市東1-8-31 47-2204

大川接骨院 桐生市境野町1-1208-1 44-1151

奥澤接骨院 みどり市笠懸町鹿3079-21 76-2036

かしわせ接骨院 桐生市本町3-6-2 43-6571

河内接骨院 桐生市新宿2-11-8

桐生にしで鍼灸接骨院 桐生市巴町2-5-19織姫ビル1階 46-9992

北澤接骨院 みどり市大間々町大間 4々74-6 73-2310

北澤接骨院 桐生市相生町2-408-5 54-3218

みのる接骨院 桐生市相生町2-927-5 55-1511

くぼづか接骨院 みどり市笠懸町阿左美1881-2 77-2112

近藤接骨院 みどり市大間々町大間々1480-6 72-1455

さいとう 整骨院 桐生市新宿1-9-19 43-8574

澤接骨院 桐生市相生町1-283-2 53-9966

きずな接骨院 みどり市大間々町大間々60-18 47-6773

すわ接骨院 桐生市末広町7-21 岡崎ビル 46-0901

周藤接骨院 桐生市境野町2-742-1 44-5827

鈴木接骨院 桐生市新宿1-2-3 46-3741

高田接骨院 桐生市境野町2-1484 43-1713

高橋接骨院 桐生市広沢町5-1756 52-0846

高柳接骨院 みどり市大間々町5-1487 72-2082

武井接骨院 みどり市笠懸町阿左美1427-10 77-1156

内藤接骨院 桐生市永楽町4-32 47-2514

中里接骨院 桐生市広沢町1-2684-7 52-6336

なかじま接骨院 みどり市大間々町大間々17-4 73-6902

中島鍼灸接骨院 仲町 桐生市仲町2-12-5 43-4117

中島接骨院・鍼灸院 桐生市宮前町1-2-33 22-8555

中村接骨院 桐生市梅田町1-483-7 32-1878

ながや接骨院 桐生市新里町新川4039-3 74-5938

笠懸中央接骨院 みどり市笠懸町鹿59-4 76-5914

NARI接骨院 みどり市笠懸町鹿3890-3 76-5005

野口接骨院 桐生市宮前町2-7-6 22-0743

のざわ接骨院 みどり市笠懸町阿左美3059-1 46-8915

ほしの接骨院 みどり市笠懸町阿左美3566 76-7042

馬場接骨院 みどり市大間々町大間々97-7 73-7455

ひろさわ接骨院 桐生市広沢町6-263-3 46-6633

ふえき接骨院 桐生市川内町4-47-15 65-5125

深沢接骨院 桐生市境野町2-777-12 46-2929

福間接骨院 桐生市東7-2-51 44-5100

藤倉接骨院 桐生市境野町6-1675-4 43-5374

武藤接骨院 桐生市宮前町1-4-15 22-4667

吉田接骨院 桐生市相生町2-495-33 52-0606

119

生
活
ガ
イ
ド

２１０２桐生市(SG60)企画後半.indd   119 2021/01/13   10:41:13




