
施設名 開館時間 休館日
図書館（本館） １０時～１９時 １（月）・８（月）・１６（火）・

２２（月）・２９（月）
※本館のみ、７月２１日～８月３１
日は９時開館

亀崎図書館 １０時～１８時

博物館 １０時～１８時 １（月）・８（月）・１６（火）・
２２（月）・２９（月）

新美南吉記念館 ９時３０分～１７時３０分
１（月）・８（月）・９（火）・
１６（火）・２２（月）
※２９（月）は、新美南吉生誕祭の
ため臨時開館

半田赤レンガ建物 ９時～１７時
（クラブハウスは２２時まで）なし

空の科学館 ９時～１７時 １（月）・８（月）・１６（火）
半田市体育館 ９時～２１時３０分 １（月）・１６（火）
青山記念武道館 ９時～２１時３０分 １（月）・８（月）

半田福祉
ふれあいプール

火～金：１３時～２１時
土・日・祝：１０時～２１時

１（月）・８（月）
※７月20日～８月３１日は、１０時
～２１時開館

雁宿ホール ９時～２２時 １６（火）・１７（水）・１８（木）
アイプラザ半田 ９時～２１時３０分 ８（月）・２２（月）
市民交流センター ９時～２２時

２４（水）子育て
支援センター ９時～１９時

クラシティ
パスポートセンター

月～金：９時～１７時
日（交付のみ）：９時～１２時

６（土）・１３（土）・２０（土）・
２４（水）・２７（土）

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）

公共施設の開館情報（7月）

(月)1

（火）2

(水)3

(木)4

（金）5

(土)6

(日)7

(月)8

（火）9

(水)10
(木)11

（金）12

(土)13

(日)14

(祝)15

（火）16

(水)17
(木)18

（金）19

(土)20

(日)21

(月)22

（火）23

(水)24
(木)25

（金）26

(土)27

(日)28

(月)29

（火）30

（水）31

高橋医院 ２８-０５６７ 知多設備㈱ 22-1199
せいしろ循環器内科クリニック ８９-７５０１ 早川水道㈱ 23-2429
（小児）半田病院 ２２-９８８１ （080-5158‐2429）
石川医院 ２１-０６０６ ㈲マルカン住設 23-2438

（21-8316）
知多クリニック ２１-００５２ ㈲東邦設備アート 24-0762
今泉内科 ２２-１１３７ ㈲鈴木設備 27-5330
（小児）半田病院 ２２-９８８１
小出クリニック ２８-３１１５ コスモ水道設備㈲ 28-6057

（080‐3672‐8456）
（内）杉田医院 ２２-０５７１ ㈱愛知テクノス 89-0815
（整）辻クリニック ２６-２２２７ （080‐8254‐0139）
（産）半田病院 ２２-９８８１
かみいけクリニック ２９-３１００ 愛豊管工㈱半田営業所 28-1524
浜医院 ２３-６６１１ 石川水道設備 27-6345
（小児）半田病院 ２２-９８８１
酒井内科・皮フ科 ２３-３２３２ ダイエー設備 28-5890
高川クリニック ２１-５５３１ 丸栄設備 22-8287
クリニックパパ ２３-８８８６ ㈲山本設備 27-7835
（小児）半田病院 ２２-９８８１
みずのファミリークリニック ３２-６００１ さくら設備 23-1851
（内）都築医院 ２８-０５６６ ㈱アスク 29-3030
（内）間瀬医院 ２７-５１６６ （29‐0800）
（泌）花井クリニック ２４-８７１３
（産）藤田病院 ２１-０９５１
（内）星崎ちゃや糖尿病内科 ２３-０８０８ ㈱知多土木 31-0024
（内）松本こどもクリニック ２１-１３８８ （090‐5113‐2034）
（脳外）半田中央病院（旧知多リハビリテーション病院） ２０-２２１０
（産）ふたばクリニック ２０-５０００
竹本クリニック ２４-７７２２ ㈲エコウテック 23-6057
（小児）半田病院 ２２-９８８１ （090‐4191‐1352）
中町クリニック ２２-１２１２ 蜷川設備 21-9631
森クリニック ３２-３８８３ ㈲マルセイ 28-0476
あいクリニック ８９-９９７３ ㈱たいら設備 29-0889
（小児）半田病院 ２２-９８８１
高橋医院 ２８-０５６７ 岩田設備 23-1006
（内）ひいらぎこどもクリニック ２５-２５５５ 手島ガス住設㈱ 22-3211
（耳）小野耳鼻咽喉科 ２２-８７３３
（産）半田病院 ２２-９８８１
安野内科 ２１-３２８８ 司設備 090-4869-9770
高須内科 ２８-５８８８ ㈱高橋設備 84-3732
（小児）半田病院 ２２-９８８１
春田内科 ２２-５５３３ ㈲サン青木 23-8049
住吉町クリニック ３２-２１２１ トキワ設備工業㈱ 28-4833
茶谷内科・皮フ科 ２２-８１１１ ㈱ケイズプランビング 89-6940
（小児）半田病院 ２２-９８８１
乙川さとうクリニック ８９-８３０１ ㈱スザワ 28-1596
（内）半田クリニック ２３-１１５５ ㈲知多環境開発 24-8657
（耳）二ツ坂クリニック ２６-３４３４
（産）藤田病院 ２１-０９５１
新海胃腸科 ２２-８０８０ ㈱伊東設備 26-7253
小出クリニック ２８-３１１５ ㈱武知工業 89-0427
（小児）半田病院 ２２-９８８１
みずのファミリークリニック ３２-６００１ ㈱サカエ水道設備 47-6802

表紙のことば
　今回の表紙は、半田市ＰＲ大使
第１号に就任した、5人組ボーイ
ズグループ「MAG!C☆PRINCE」
のリーダーである平野泰新さん
です。テレビやラジオなど各種メ
ディアにて活躍していますので、
みんなで応援しましょう。
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【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）、（整）、（耳）、（泌）、（脳外）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】　敷地内での漏水の修理の申込先です。修理費用は、お客様による負
担が基本となります。

【受付時間】　０時～２４時

緊急医療機関について

水道修理当番について（7月）

（7月）

人口と世帯
前月比▼

60,565人

59,372人

51,666世帯

総人口

男性

女性

総世帯数

119,937人
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令和元年6月1日現在

令和元年度ごみ排出目標は、１人１日５５４グラムです！
資源ゴミを正しく分別して、ごみ減量にご協力ください。

前年同月比▼

6,527t

1,514g

652g

ごみ総排出量

1世帯1日あたり

1人1日あたり (631g）

(1,484g）

(6,369t)

4～5月のごみ量


