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　平素より大変お世話になっております。 ４月より変更になりました外来診療体制についてご案内させていただきま

す。 整形外科外来が火曜日に追加になりました。 　赤字は 4月からの変更点です。

　今まで以上に地域の先生方のお役に立てるよう努力して参ります。 今後ともよろしくお願いいたします。

 診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

黒　澤 曲 黒　澤 小　倉 伊　藤 伊　藤

伊　藤 古谷/馬場 小　倉 馬　場 曲 小倉/曲

大　木 大　木 古　谷

小　倉 曲 伊　藤 小　倉 曲 古谷／大木

曲(排尿機能・予約制） 古　谷

中　島 中　島 大　森 中　島 中　島 小倉丈

大　森 武　山 脳神経外科医師 塚　越 脳神経外科医師 脳神経外科医師

平　木 平　木 尾澤（第2・4） 田口(11時まで) 平　木

田口(11時まで) 呼吸器(10時30まで) 尾　澤
永島(第1・3・5） 出津（血管）
成澤(第2・4） （第2・4　１０時３０分まで）

平　木 尾　澤 平木(第２・４） 平　木 尾澤（第２・４・５） 平　木

尾　澤

高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器) 山　岸 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 太　田 松　本 松　本

矢島（予約のみ） 井　上 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 白　川 町田（予約制１２時まで） 前野(睡眠時 第2）

浅　香 阿　部 高橋(循環器) 内科医師
矢島（予約のみ） (11時まで)

山　岸 佐藤裕(循環器) 高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 町　田 上　野 松　本
(一般・睡眠時） 太　田 堀口（肝臓） 浅香（17時まで）

矢島（予約のみ） 矢島（予約のみ） 齋　藤

午前 尾　澤 菊地(10時30分まで)

午後 遠藤敬(予約制) 尾澤(第1・3) 尾　澤

正田（第1・３・５） 牧口(第４）
（11時30分まで）

櫻井（第2）

森（第4）

岡邨 松　尾 米本(第1,3,5)

岡邨(第2,4)

須藤 松　尾 整形外科医師

金（予約制11時まで） 岡(11時まで)

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前 浅野目(11時３０分～） 岸（11時30分～） 酒　井（10時30分迄） 浅野目(11時３０分～）

午後 浅野目 岸 酒　井 浅野目 浅野目 岸（第1,3,5）酒井（第2・4）

小　林充 河   内 小　林充 小　林充 河　内 小　林充

高　松 河　内 葭　葉 齊　藤 田　中

代田（第２のみ） ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4)

小　林充 河内(16時～18時） 小　林充 小　林充 齊　藤 小　林充

高　松 代田（第２のみ） 手術日 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4) 田　中

泌尿器科

午前

午後

脳神経外科
(脳卒中）

午前

午後
　

外 科

午前

午後

内 科

午前

午後

乳腺外科

形成外科 午前のみ

歯科･口腔外科

午前

午後

整形外科
午前

午後

皮膚科
午前

婦人科

よろしくお願いします！

はしお　あつし

脳卒中センター
SCU病棟の様子
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『地域の方々の幸せな暮らしを支えたい』

ベンリーくろさわのご紹介

サービスのご案内

お客様の声

サービスのご紹介

★ハウスクリーニング

★代行サービス
★修繕・リフォーム ★お庭のお手入れ

★ファニチャー ★エアコンサービス

　4 月号の特集は、 生活支援サービスを提供する 「ベンリーくろさわ高崎中居店」 についてご紹介いたします。

　開院以来お世話になっている中居 ・矢中地区の皆さまに恩返しをしたい、 医療 ・介護サービスのご利用者さま

が住み慣れた場所で安心して暮らせるお手伝いをしたい、 との思いから、 ベンリーくろさわ高崎中居店を２０１６

年８月にオープンしました。

　ベンリーは、 「暮らしのお困りごとを解決する」 ため全国に２３０店舗を展開する便利屋チェーンです。

　ハウスクリーニングや修繕、 電気工事など専門技術を要することから、 電球交換や部屋の片付け、 庭の手入

れなど以前は自分達でしていたけど年齢や病気などでできなくなってしまったことまで、 暮らしにまつわるお困りご

とを多岐にわたってお手伝いしています。 当店には、 電気工事士、 福祉住環境コーディネーター、 遺品整理

士等々の有資格者が在籍しており、 それぞれの専門分野の知識や技術を活かしたサービスも可能です。

　美心会グループだから安心、 女性スタッフがいて安心、 家族には忙しそうで頼みにくいけど気軽に頼める、 ど

こに頼んでいいのかわからなかったことも頼めた、 色々なことを一緒に頼めて便利、 等々のお声をいただいてい

ます。 これからも、 地域の皆さまに寄り添って、 皆さまが住み慣れた街、 家で安心して幸せな生活を送っていた

だけるよう、 スタッフ一同一生懸命取り組んで参ります。

　どんな小さなことでも、 お困りごとやこれは？ということがございましたら、 お気軽にご連絡ください。

レンジフード　キッチン　バス
トイレ　ガラス　サッシ　他

部屋の片付け　部屋や庭の掃除
お墓掃除・お墓参り・遺品整理
買い物　ゴミ出し　
犬の世話　書類作成　
購入品の組み立て・取り付け　
テレビの設定　お友達代行 　他

障子・網戸の張替 雨樋修理　
塗装　換気扇交換 手摺り設置
水栓交換　排水の詰まり抜き
コンセント交換・増設　他

枝切り　伐採　草刈り　
草抜き　芝刈り　
防草シート　人工芝　
砂利敷き　他

運搬・引っ越しのお手伝い
家具の移動
粗大ゴミ・不用品の片付け　他

エアコンクリーニング
エアコンの取り付け・取り外し
ガス漏れ点検・補充　他
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ベンリーくろさわ高崎中居店
高崎市中居町 4丁目１７－５

電話０１２０－８１－９６３０（通話無料）
ハイ！　　ク ロ サ ワ



 ご高齢者、
 障害のある方に、

 住みやすい住環境をご提案します
◎住環境を整えるためのアドバイス
◎福祉用具、介助用具のアドバイス

 住宅改修のお手伝いをします
◎介護保険による住宅改修費支給申請の代行

🔨 住宅改修工事を施工します

扉を引き戸に変更
手摺りの設置
段差の解消　など

　福祉住環境コーディネーターが、
 　住宅改修の施工も行いますので、
 　安心してお任せください！

通話無料 ハ イ！ く ろ さ わ

☎ 0120-81-9630
 高崎市中居町4丁目17-5  

福祉住環境コーディネーターが

住みやすい住環境をご提案します

～黒沢病院の知恵を総て提供します～

引き戸で出入りし易い

ベンリーくろさわ
　　　高崎中居店

黒沢病院グループ（美心会）

手摺りで階段が安全

手摺りでお風呂が安全 手摺りでトイレが安全 玄関を出入りし易く

ベンリーくろさわ

ならでは！！
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黒沢病院の安心と信頼
ベンリーチェーン全国 220店舗展開の信頼と実績

どこに頼んだらいいのか
わからない… すぐに何とかしてほしい！

エアコンクリーニング 庭木の剪定 引っ越し ハウスクリーニング
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■ハウスクリーニング
■ハウスリフォームサービス
■引っ越しのお手伝い
■不用品処理のお手伝い
■害虫駆除サービス
■家事代行サービス
■エアコンサービス
■水廻りメンテナンスサービス

ベンリーくろさわ高崎中居店
高崎市中居町 4-17-5

黒沢病院グループ（美心会）

ベンリーくろさわ高崎中居店


