令和3年度犬山扶桑歯科医師会当直医名簿
◎住民への周知方法（地方紙）,広報、HP、無線(扶桑町のみ）
◎診療時間 受付時間：9:30～11:30
但し 4/29,5/3～5/5：9:30～12:00
12/30～1/3：9:00～12:00
受 付 日

歯科医院名

所在地

月 日（曜日）
4月4日（日） 柏森歯科クリニック
丹羽郡扶桑町柏森字西前303
4月11日（日） キャスタファミリー歯科 犬山市天神町1-1 キャスタ３F
4月18日（日） 河合歯科医院
犬山市犬山字寺畑1-1
4月25日（日） 植月歯科クリニック
丹羽郡扶桑町高雄字天道38
4月29日（祝） 石井歯科室
犬山市前原西4丁目２１－１
5月2日（日） 石原歯科医院
犬山市羽黒三反田99-1
5月3日（祝） 大薮歯科医院
丹羽郡扶桑町柏森字長畑６６１
5月4日（祝） キャスタファミリー歯科 犬山市天神町1-1 キャスタ３F
5月5日（祝） おりの歯科
丹羽郡扶桑町高雄堂子４０
5月9日（日） 河田歯科医院
犬山市犬山字末友36
5月16日(日) キトウ歯科医院
犬山市富岡新町1-74
丹羽郡扶桑町南山名字仲畑１３６－１
5月23日(日) あまの歯科クリニック
5月30日(日) ごろうまる歯科
犬山市五郎丸稲葉組67
6月6日（日） 小島歯科医院
犬山市犬山字愛宕18
6月13日（日） 大薮歯科医院
丹羽郡扶桑町柏森字長畑６６１
6月20日（日） ごとう歯科
犬山市天神町2-60
6月27日（日） かみの歯科
犬山市上坂町４－１５０
7月4日（日） おりの歯科
丹羽郡扶桑町高雄堂子４０
7月11日（日） 佐藤歯科医院
犬山市犬山字東古券３３５－１
7月18日（日） いぬやま歯科医院
犬山市松本町３－１０
7月22日（祝） 木下歯科
丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰２０９
7月23日（祝） 山田歯科医院
犬山市長者町2-73
7月25日（日） しみず歯科クリニック 犬山市塔野地字西中ノ切１－１６
8月1日（日） すぎうら歯科
犬山市五郎丸鷺寺11-40
8月8日（祝） 羽根西ファミリー歯科 丹羽郡扶桑町高雄字米の山２６７－５２
8月9日（休） 河合歯科医院
犬山市犬山字寺畑1-1
8月15日（日） 河田歯科医院
犬山市末友３６
8月22日（日） いぬやま矯正歯科
犬山市上野前川田1280
8月29日（日） 祖父江歯科
犬山市楽田西野１-６
9月5日（日） ないとう歯科
丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰１８４－１
9月12日（日） たきざわ歯科医院
犬山市塔野地大畔４９－１７
9月19日（日） 塚原歯科医院
犬山市犬山字東古券336-6
9月20日（祝） はまじま歯科医院
丹羽郡扶桑町斉藤字旭430
犬山市犬山字東古券424-9
9月23日(祝) たけのこ歯科
9月26日（日） 桜歯科クリニック
犬山市羽黒字小安１２６－４
10月3日（日） きなな歯科
丹羽郡扶桑町高雄字南郷7
10月10日（日）のだ歯科医院
犬山市松本町4丁目65番地
10月17日（日）わだち歯科クリニック 扶桑町高木字白山前４２３
10月24日（日）四季の丘デンタルｸﾘﾆｯｸ犬山市四季の丘1-100
10月31日（日）山村歯科クリニック
犬山市丸山天白町189
11月3日（祝） 青木歯科医院
丹羽郡扶桑町高雄字定松３５－２
11月7日（日） 吉田歯科医院
犬山市犬山字東古券220
11月14日（日）吉野歯科医院
犬山市羽黒字東向畑35-1
11月21日（日）あさの歯科医院
丹羽郡扶桑町大字高雄字犬堀１８０－１
11月23日（祝）きたのもんファミリー歯科犬山市北ノ門38-2
11月28日(日）安芸歯科医院
犬山市字若宮123-3
丹羽郡扶桑町柏森字西前303
12月5日（日） 柏森歯科クリニック
12月12日（日）阿部歯科医院
犬山市犬山字下時迫間12-1
12月19日（日）石井歯科室
犬山市前原西4丁目２１－１

電話番号
(0587)93-8330
(0568)62-6828
(0568)61-1409
(0587)93-8180
(0568)61-8002
(0568）67-0909
(0587)93-8118
(0568)62-6828
(0587)91-0222
(0568)61-0428
(0568)62-2580
(0587)92-1678
(0568）62-0101
（0568）62-7288
(0587)93-8118
(0568）65-0503
(0568)65-4860
(0587)91-0222
(0568)61-0037
(0568)61-7515
(0587)93-8161
(0568)67-9662
(0568)63-3981
(0568)62-8844
(0587)93-7669
(0568)61-1409
(0568)61-0428
（0568）63-4182
(0568)67-9939
(0587)93-5500
(0568)61-5250
(0568)61-4540
(0587）93-8448
(0568)39-6522
(0568)67-6600
(0587)22-7599
(0568)62-7022
(0587)93-6777
(0568)65-1118
(0568)65-1333
(0587)93-3388
(0568）61-0122
(0568）67-4181
(0587)92-3718
(0568）67-0055
(0568）67-6621
(0587)93-8330
(0568)62-7818
(0568)61-8002

令和3年度犬山扶桑歯科医師会当直医名簿
◎住民への周知方法（地方紙）,広報、HP、無線(扶桑町のみ）
◎診療時間 受付時間：9:30～11:30
但し 4/29,5/3～5/5：9:30～12:00
12/30～1/3：9:00～12:00
受 付 日

歯科医院名

月 日（曜日）
12月26日（日）植月歯科クリニック
12月30日（木）キトウ歯科医院
12月30日（木）木下歯科
12月31日（金）羽根西ファミリー歯科
1月1日（祝） ごろうまる歯科
1月2日（日） 小島歯科医院
1月3日（月） ないとう歯科
1月9日（日） 石原歯科医院
1月10日(祝) キャスタファミリー歯科
1月16日（日） あまの歯科クリニック
1月23日（日） 河合歯科医院
1月30日（日） 河田歯科医院
2月6日（日） 大薮歯科医院
2月11日（祝） キトウ歯科医院
2月13日（日） ごろうまる歯科
2月20日（日） おりの歯科
2月23日（祝） 小島歯科医院
2月27日(日) ごとう歯科
3月6日（日） 木下歯科
3月13日（日） かみの歯科
3月20日（日） 佐藤歯科医院
3月21日（祝） 羽根西ファミリー歯科
3月27日（日） いぬやま歯科医院

所在地
丹羽郡扶桑町高雄字天童38
犬山市富岡新町1-74
丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰２０９
丹羽郡扶桑町高雄字米の山２６７－５２
犬山市五郎丸稲葉組67
犬山市犬山字愛宕18
丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰１８４－１
犬山市羽黒三反田99-1
犬山市天神町1-1 キャスタ３F
丹羽郡扶桑町南山名字仲畑１３６－１
犬山市犬山字寺畑1-1
犬山市末友３６
丹羽郡扶桑町柏森字長畑６６１
犬山市富岡新町1-74
犬山市五郎丸稲葉組67
丹羽郡扶桑町高雄堂子４０
犬山市犬山字愛宕18
犬山市天神町2-60
丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰２０９
犬山市上坂町４－１５０
犬山市犬山字東古券３３５－１
丹羽郡扶桑町高雄字米の山２６７－５２
犬山市松本町３－１０

電話番号
(0587)93-8180
(0568)62-2580
(0587)93-8161
(0587)93-7669
(0568）62-0101
（0568）62-7288
(0587)93-5500
(0568）67-0909
(0568)62-6828
(0587)92-1678
(0568)61-1409
(0568)61-0428
(0587)93-8118
(0568)62-2580
(0568）62-0101
(0587)91-0222
（0568）62-7288
(0568）65-0503
(0587)93-8161
(0568)65-4860
(0568)61-0037
(0587)93-7669
(0568)61-7515

