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吉岡町 渋川署管内
発生件数
死 者 数
傷 者 数

26件（－7）
0人（０）

32人傷 者 数 （－11）

95件
1人

129人
平成31年１月１日～2月末日 （　）は前年比

人　口
男　性
女　性
世帯数

21,480人（９）
10,541人（２）
10,939人（７）
8,045戸（３）

平成31年3月１日現在 （　）は前月比

役　　　場　　　 54‒3111
文化センター　　 54‒1161
文化財センター　 54‒9443
老人福祉センター 54‒3603
緑地運動公園　　 54‒1221

保健センター　　 54‒7744
図　書　館　　　 54‒6767
給食センター　　 54‒3225
リバートピア吉岡 55‒4126

◎渋川地区消防本部救急病院等案内テレホンサービス ☎23-0099　◎夜間急患診療所（19：00～23：00  年中無休）☎23-8899
◎よしおか健康NO.1ダイヤル24 ☎0120-026-103　健康相談・医療相談など24時間年中無休・無料でお受けします。

（注意）（注意）・内科・外科・小児科のいずれかの医師が順番で担当しています。すべての病気・ケガに対応できない場合があります。内科 外科 小児科 ずれか 医師が順番
・変更になっている場合がありますので、医院へ確認してからお出かけください。   ※耳鼻科・歯科は診療時間が正午までです。

☎20‒5960

4月 １6：0０～ みんなでつくろう！17日㊌

22日㊊

27日㊏

１6：0０～ 映画会
（一つの花・絵からとびだしたねこ）

10：0０～
15：0０ リサイクルの日

ごみの出し方

休日当番医

人口

まちの電話帳 相談会

児童館

交通事故

燃えないごみ　第１・第３水曜日
カートリッジ、ガスボンベ、スプレー缶などは必ず穴をあけて、
燃えないごみへ出してください。割れビンも燃えないごみです。

分別ごみ　第２・第４水曜日（第５水曜日は休み）
ペットボトルは、識別表示マーク１が付いている
ものが対象です。（※ペンなどで記入したもの、
薬剤などを入れていたものは対象外です。）

粗大ごみ（２カ月に一度の回収です）
５月15日㊌

５月29日㊌

粗大ごみシール　１枚15円　

人権・行政・無料法律相談
○４月11日㊍、５月９日㊍
○13：30～15：30
（法律相談は16時まで）
○老人福祉センター
○□高齢福祉室☎26‒2247
□庶務行政室☎26‒2240
□社会福祉協議会☎54‒3930

無料法律相談
○４月25日㊍ ○19：00～
○隣保館 ☎54‒4692
空き家等無料相談
○４月12日㊎
○13：30～16：15
○役場第１会議室
○都市建設室 ☎26‒2278

こころの相談
○○
4月18日㊍渋川市保健センター
○13：30～15：30
○精神科全般
○渋川保健福祉事務所
☎22‒4166
妊娠・子育て中の女性の
こころの相談
○○
4月18日㊍渋川保健福祉事務所
○9：30～12：00
○女性心理士による相談
　（秘密厳守）
○渋川保健福祉事務所
☎22‒4166

 8：00～ 9：00  児童館（溝祭）
10：30～11：30  陣場公会堂（陣場）
 8：00～ 9：00  明治小学校東駐車場（北下）
10：30～11：30  群馬用水小倉調整池広場（上野田）
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開館時間
㊊～㊎  10：00～17：00
㊏　　  10：00～15：00　㊐・㊗は休館

英語あそび 10：30～
4月12・19・26日㊎

えくぼクラブ 10：30～
4月25日㊍  サントリー工場見学

期 時

場

時

期

場

問

※要予約。詳しくは、児童館まで。

人権相談・行政相談以外は予約が必要です。お問い合わせください。

４月 Information

月 日 内　　　科 外　　　科 　耳　鼻　科 ※ 　歯　　　科 ※

４ ７
㊐

神山内科医院
渋川  22-2181

大井内科クリニック
北下  30-5575

高井医院
渋川  22-0076

森医院
石原  23-8733

いいづか歯科医院
八木原  22-0808

14
㊐

斎藤内科外科クリニック
金井  22-1678

ふるまき内科医院
八木原　25-8881

渋川医療センター
白井  23-1010

吉岡ちよだ耳鼻咽喉科
大久保  26-7546

あおば歯科医院
榛東村　25-8820

21
㊐

本沢医院
石原  23-6411

入内島内科医院
半田　60-7322

大滝クリニック
大久保　30-5800

川島医院
渋川  22-2421

ふくしま歯科医院
金井　22-0154

28
㊐

赤城開成クリニック
赤城町  20-6500

駒寄こども診療所
大久保　55-5252

井野整形外科リハビリ内科
南下　30-5255

明治歯科診療所
上野田　25-8101

29
㊗

奈良内科医院
渋川  25-1155

痛みのクリニック長谷川医院
大久保　30-5055

渋川医療センター
白井  23-1010

川島医院
渋川  22-2421

スマイル歯科クリニック
大久保　30-5033

30
㊗

川島内科クリニック
渋川　23-2001 榛東さいとう医院

榛東村　54-1055
関口病院

渋川　22-2378
川島医院

渋川  22-2421
たけうち歯科医院
下野田　25-7700

慶生医院
渋川　22-0210

竹内小児科
大久保　30-5151

井野整形外科リハビリ内科
南下　30-5255

森医院
石原  23-8733厚成医院

石原　22-1060

５

1
㊗

中野医院
渋川　22-1219

塚越クリニック
渋川　60-7700

有馬クリニック
有馬　24-8818 川島医院

渋川  22-2421
山下歯科医院
渋川　22-0648

井野整形外科リハビリ内科
南下　30-5255

川島内科クリニック
渋川　23-2001

厚成医院
石原　22-1060

森医院
石原  23-8733高野外科胃腸科医院

渋川　24-2454

２
㊍

みゆきだ内科医院
行幸田　60-6070

榛東わかばクリニック
榛東村　20-5531

加藤整形外科医院
行幸田　20-1007

森医院
石原  23-8733

平形内科歯科医院
石原　22-2233

本沢医院
石原　23-6411

駒寄こども診療所
大久保　55-5252

川島内科クリニック
渋川　23-2001

痛みのクリニック長谷川医院
大久保　30-5055




