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・雁宿ホールから生まれた芸術（10時
～雁宿ホール）

・ごはんだ食まつり（10時30分～半
田赤レンガ建物）

・読み聞かせ会（11時～亀崎図書館、
14時30分～図書館）

・GO!GO!サッカー（14時～半田運
動公園）

・ごはんだ食まつり（10時30分～半
田赤レンガ建物）

・人形劇（14時～亀崎図書館）

・はんだこそだてフェスタ2016（10
時～市民交流センター）

・パパもいっしょにちいさいちいさい
おたのしみ会（11時～図書館）

・読み聞かせ会（11時～亀崎図書館、
14時30分～図書館）

・半田市消防団「観閲式」（10時～市
役所職員駐車場）

・乙川地区祭礼・向山地区祭礼
・空の科学館30周年エンディングイ
ベント「感謝祭」（10時～空の科学
館）

・人形劇（11時～図書館）
・読み聞かせ会（11時～亀崎図書館、
14時30分～図書館）

・おだんごぱんのおはなし会（15時
10分～図書館）

・乙川地区祭礼・向山地区祭礼
・下半田中組祝鳩車の解体（10時～
博物館）

・貝殻忌講演会（13時30分～雁宿ホ
ール）

・よしじいのむかしばなし（14時30分
～図書館）

・貝殻忌コンサート（19時～雁宿ホール）

・ＫＩＤＳプログラム　夜空の向こうへ
ＧＯ！ＧＯ！（10時～空の科学館）
・読み聞かせ会（11時～亀崎図書館、
14時30分～図書館）

・3月の星見会「木星とガリレオ衛星
をじっくり見よう！」（19時～空の科
学館）

・半田市役所臨時開庁（8時30分～
12時）

・休日納税相談（8時30分～12時　収
納課）

・半田赤レンガマルシェ（9時～15時）
・乙川殿海道山源氏車の組上げ（10
時～博物館）

・歌とお話の会（13時30分～南吉記
念館）

・南吉読書会「うた時計」（14時～南
吉記念館）
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緊急医療機関 水道修理当番・電話番号（カッコ内は夜間）日（曜）

緊急医療機関について
【受付時間】　●平日：19時～22時　●土曜：(内)16時～19時　●日曜・祝
日：（内）9時～12時、16時～19時　（外）9時～12時、14時～17時　 (産）
9時～12時　※当日担当医療機関が変更となる場合もありますので、半
田市医師会緊急医ホームページ（http://www.handa-med.net/）また
は次の電話番号でご確認ください｡　●愛知県救急医療情報センター
２８-１１３３　●愛知県小児救急電話相談（19時～23時）♯8000または
052-962-9900　●小児夜間救急は、毎週火・金曜日（ただし、祝日及
び年末年始を除く）の２０時～２２時３０分に半田病院で受付を行っていま
す。　２２-９８８１　●歯科診療は、日曜日・祝日の９時～１３時に半田歯科
診療センターで行っています。２３-２６３６

水道修理当番について
【受付時間】　０時～２４時
【水道修理費】　申込者の実費負担です。漏水による水道料金の減免につ
いては、上水道課（84-0679）へご相談ください。
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(水)16
(木)17

(金)18

(土)19
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(火)22
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(金)25

(土)26

(日)27
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(火)29

(水)30

(木)31

休館日開館時間施設名

10時～19時図書館（本館）

10時～18時亀崎図書館

10時～18時博物館

9時30分～17時30分

9時～21時30分

新美南吉記念館

７日（月）・１４日（月）・２２日（火）・
２８日（月）

７日（月）・８日（火）・１４日（月）・
２２日（火）・２８日（月）
７日（月）・８日（火）・１４日（月）・２８日（月）
※２２日（火）は貝殻忌のため開館

9時～17時空の科学館

火～金：13時～21時
土・日・祝：10時～21時

７日（月）・１４日（月）・２２日（火）・
２８日（月）※26日（土）は13時開館半田福祉ふれあいプール

１４日（月）・２８日（月）9時～21時30分アイプラザ半田
２２日（火）・２３日（水）9時～22時雁宿ホール

なし9時～17時半田赤レンガ建物

７日（月）・１４日（月）・２８日（月）
７日（月）・２２日（火）・２８日（月）

青山記念武道館
半田市体育館

７日（月）・８日（火）・１４日（月）・
２２日（火）・２８日（月）

9時～22時
9時～19時

市民交流センター
２３日（水）

子育て支援センター

公共施設の開館情報（3月）

㈱スザワ 28-1596

㈲知多環境開発 24-8657
伊東設備工業 26-7253
㈲東海維持管理興業 32-3318

茶山設備工業 22-9990
武知工業 89-0427

サカエ水道設備 47-7831
衣浦水道工事㈱ 21-5183

三和㈱ 28-2464
㈱美里工業所 29-0423
大日設備工事㈱ 21-6169

㈲花園水道設備 22-0419
松川設備工業㈱ 21-5087

㈲半大工業 27-6811
㈱富士総合設備事務所 27-7898

㈱桑山水道半田支店 28-1385
本部住宅機器㈱ 21-7294
石川設備 23-0904

日星設備㈱ 28-4141
㈲一光設備 22-5250

㈲高増設備工業 29-1698

㈲竹内設備工業 23-2640

㈲トービックス 29-2267
知多設備㈱ 22-1199
早川水道㈱ 23-2429

大新住宅設備 28-6860
㈲マルカン住設 23-2438

（21-8316）

㈲東邦設備アート 24-0762
㈲鈴木設備 27-5330

コスモ水道設備㈲ 28-6057
㈱愛知テクノス 89-0815

（080-8254-0139）

森クリニック ３２-３８８３
（小児）半田病院 ２２-９８８１
春田内科 ２２-５５３３
竹内内科クリニック ２２-２２２２
石川医院 ２１-０６０６
（小児）半田病院 ２２-９８８１
茶谷内科・皮フ科 ２２-８１１１
（内）住吉町クリニック ３２-２１２１
（内）ひいらぎこどもクリニック ２５-２５５５
（外）もみやま医院 ２１-８１３８
（産）藤田病院 ２１-０９５１
中町クリニック ２２-１２１２
星崎ちゃや糖尿病内科 ２３-０８０８
（小児）半田病院 ２２-９８８１
高須内科 ２８-５８８８
乙川さとうクリニック ８９-８３０１
あいクリニック ８９-９９７３
（小児）半田病院 ２２-９８８１
都築医院 ２８-０５６６
（内）かみいけクリニック ２９-３１００
（内）みずのファミリークリニック ３２-６００１
（外）中野整形外科 ２１-５４４８
（産）ふたばクリニック ２０-５０００
知多クリニック ２１-００５２
半田クリニック ２３-１１５５
（小児）半田病院 ２２-９８８１
安野内科 ２１-３２８８
せいしろ循環器内科クリニック ８９-７５０１
藤條医院 ２１-０２０４
（小児）半田病院 ２２-９８８１
森クリニック ３２-３８８３
（内）杉田医院 ２２-０５７１
（内）クリニックパパ ２３-８８８６
（外）日比整形外科 ２０-１７７７
（産）半田病院 ２２-９８８１
（内）新海胃腸科 ２２-８０８０
（内）春田内科 ２２-５５３３
（外）竹内整形リハビリクリニック ２３-１２７７
（産）藤田病院 ２１-０９５１
高川クリニック ２１-５５３１
（小児）半田病院 ２２-９８８１
竹本クリニック ２４-７７２２
高橋医院 ２８-０５６７
浜医院 ２３-６６１１
（小児）半田病院 ２２-９８８１
せいしろ循環器内科クリニック ８９-７５０１
（内）竹内内科クリニック ２２-２２２２
（内）間瀬医院 ２７-５１６６
（外）花井クリニック ２４-８７１３
（産）ふたばクリニック ２０-５０００
今泉内科 ２２-１１３７
住吉町クリニック ３２-２１２１
（小児）半田病院 ２２-９８８１
ひいらぎこどもクリニック ２５-２５５５
小出クリニック ２８-３１１５

毎月第4日曜日に
赤レンガマルシェを
開催してるダシ!!


