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・半田の春祭り（岩滑、岩滑新田、上半
田、鴉根、大矢知）

・半田の春祭り（有脇、平地）
・読み聞かせ会（１１時～亀崎図書館、
１４時３０分～図書館）
・水星を見る会（１８時３０分～空の科
学館）

・半田の春祭り（岩滑、岩滑新田、上半
田、鴉根）

・春の企画展「オーロラからの手紙」
（～７月２日　空の科学館）
・長野ヒデ子「狐」絵本原画展（～７月
２日　南吉記念館）
・読み聞かせ会（１１時～亀崎図書館、
１４時３０分～図書館）
・半田星空観測会（１９時３０分～空の
科学館）

・半田の春祭り（下半田、協和、成岩、
西成岩、板山）

・よしじいのむかしばなし（１４時３０分
～図書館）

・半田の春祭り（下半田、協和、成岩、
西成岩、板山）

・第３２回知多工芸展（～６月４日　博
物館）

・読み聞かせ会（１１時～亀崎図書館）
・ぬいぐるみの図書館おとまり会（１４
時３０分～図書館）

・おだんごぱんのおはなし会（１５時１
０分～図書館）

・半田の春祭り（大池）
・第５９回半田市苗木まつり（９時～市
役所職員駐車場）

・半田赤レンガマルシェ（９時～１５時
半田赤レンガ建物）

・きりんの会のブックトーク（１１時～
図書館）

・歌とお話の会（１３時３０分～南吉記
念館）

・南吉読書会「小さい太郎の悲しみ」
（１４時～南吉記念館）

・第５９回半田市苗木まつり（９時～市
役所職員駐車場）

・読み聞かせ会（１１時～亀崎図書館、
１４時３０分～図書館）
・特別展「全国赤煉瓦建物ぶらり旅」
（～5月21日　半田赤レンガ建物）
・萬三の白モッコウバラ祭（～4月30
日　小栗家住宅）

・休日納税相談（８時３０分～１２時　収
納課）

・昭和の日
・読み聞かせ会（１１時～亀崎図書館、
１４時３０分～図書館）
・星の王子さま楽しい講演会（１６時～
空の科学館）

・赤レンガリアル謎解きゲームⅡ（～5
月7日　半田赤レンガ建物）

・ドイツ・ビールの夕べ（～5月7日　半
田赤レンガ建物）

・半田の春祭り（有脇、平地）
・半田市役所臨時開庁（８時３０分～１
２時）
・半田運河の蔵の市（１０時～１５時　
半田運河周辺）

・乙川西山神楽車の組上げ（１０時～
博物館）

・水星を見る会（１８時３０分～空の科
学館）
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公共施設の開館情報（4月）

(土)1

(日)2

(月)3

(火)4

(水)5
(木)6

(金)7

(土)8

(日)9

(月)10

(火)11

(水)12
(木)13

(金)14

(土)15

(日)16

(月)17

(火)18

(水)19

(木)20

(金)21

(土)22

(日)23

(月)24

(火)25

(水)26
(木)27

(金)28

(祝)29

(日)30

衣浦水道工事㈱ 21-5183
三和㈱半田支店 28-2464

㈱美里工業所 29-0423
大日設備工事㈱ 21-6169

(090-6575-4077)
㈲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

(080-5158-2429)
㈲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)

愛豊管工㈱半田営業所 28-1524
石川水道設備 27-6345

ダイエー設備 28-5890
丸栄設備 22-8287
㈲山本設備 27-7835

さくら設備 23-1851

㈱アスク 29-3030
(29-0800)

ひいらぎこどもクリニック ２５-２５５５
（内）高川クリニック ２１-５５３１
（外･耳）二ツ坂クリニック ２６-３４３４
（産）半田病院 ２２-９８８１
みずのファミリークリニック ３２-６００１
あいクリニック ８９-９９７３
（小児）半田病院 ２２-９８８１
安野内科 ２１-３２８８
小出クリニック ２８-３１１５
竹内内科クリニック ２２-２２２２
（小児）半田病院 ２２-９８８１
石川医院 ２１-０６０６
（内）藤條医院 ２１-０２０４
（外）結生クリニック ２０-３７７７
（産）藤田病院 ２１-０９５１
今泉内科 ２２-１１３７
高須内科 ２８-５８８８
（小児）半田病院 ２２-９８８１
茶谷内科・皮フ科 ２２-８１１１

乙川さとうクリニック ８９-８３０１

半田クリニック ２３-１１５５
（小児）半田病院 ２２-９８８１
杉田医院 ２２-０５７１
（内）クリニックパパ ２３-８８８６
（外･耳）たけうち耳鼻咽喉科 ２１-１１３３
（産）ふたばクリニック ２０-５０００
かみいけクリニック ２９-３１００
知多クリニック ２１-００５２
（小児）半田病院 ２２-９８８１
ひいらぎこどもクリニック ２５-２５５５

住吉町クリニック ３２-２１２１

星崎ちゃや糖尿病内科 ２３-０８０８
（小児）半田病院 ２２-９８８１
春田内科 ２２-５５３３
（内）間瀬医院 ２７-５１６６
（外）もみやま医院 ２１-８１３８
（産）半田病院 ２２-９８８１
高橋医院 ２８-０５６７
浜医院 ２３-６６１１
（小児）半田病院 ２２-９８８１
中町クリニック ２２-１２１２
都築医院 ２８-０５６６
竹本クリニック ２４-７７２２
（小児）半田病院 ２２-９８８１
（内）新海胃腸科 ２２-８０８０
（内）松本こどもクリニック ２１-１３８８
（外）中野整形外科 ２１-５４４８
（産）藤田病院 ２１-０９５１
（内）せいしろ循環器内科クリニック ８９-７５０１
（内）森クリニック ３２-３８８３
（外）日比整形外科 ２０-１７７７
（産）ふたばクリニック ２０-５０００

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

３日（月）・１０日（月）・１７日（月）・
２４日（月）

３日（月）・１０日（月）・１７日（月）・
２４日（月）
３日（月）・１０日（月）・１１日（火）・
１７日（月）・２４日（月）

9時～17時空の科学館

火～金：13時～21時
土・日・祝：10時～21時

３日（月）・１０日（月）・１７日（月）・
２４日（月）半田福祉ふれあいプール

１０日（月）・２４日（月）9時～21時30分アイプラザ半田

１７日（月）・１８日（火）9時～22時雁宿ホール

なし9時～17時
（クラブハウスは22時まで）

半田赤レンガ建物

３日（月）・１０日（月）・２４日（月）

３日（月）・１７日（月）・２４日（月）

青山記念武道館

半田市体育館

３日（月）・１０日（月）・１７日（月）・
２４日（月）

9時～22時
9時～19時

市民交流センター ２６日（水）
子育て支援センター

【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

【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。

緊急医療機関について

水道修理当番について


