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●町田市フォトサロン
【はすの花写真展作品募集】
　薬師池公園のほか、各地で撮影さ
れた「はすの花」の作品を募集します
定３０人（先着順）費５００円申Ａ４また
は６つ切りサイズの写真裏面に応募
用紙を貼付し、８月１１日午前１０時か
ら直接同サロンへ（１人２点まで）
【野津田公園ばら作品展】
　野津田公園ばら広場で撮影した作
品による写真展です日７月１９日㈬～
２４日㈪場同サロン１階展示室
【ピンホールカメラ教室作品展】
　同館で開催したピンホールカメラ
教室参加者の作品展です日７月２９日
㈯～８月１３日㈰場同サロン１階展示
室

◇
問同サロン☎７３６・８２８１
●市立総合体育館
【親子ふれあい体操教室】
対４～６歳の未就学児とそ
の保護者日９月２日～１１月１８日の土
曜日（９月９日、２３日を除く）、午前９
時３０分～１１時、全１０回定３０組（抽
選）費４７００円申往復ハガキに必要

事項を明記し、７月２２日まで（消印有
効）に同館へ（同館ホームページで申
し込みも可）
【初心者和弓教室】
対１６歳以上の方日９月１０日～１１月
５日の日曜日（９月２４日を除く）、午
前９時３０分～１１時３０分、全８回定
２５人（抽選）費５０００円申往復ハガキ
（１人１枚）に必要事項を明記し、７月
２９日まで（消印有効）に同館へ
【夏休みこどもフェアーチャレンジ
マッスル２０１７】
　直接会場へおいで下さい対市内在
住、在勤、在学、在園の方日８月１日㈫
午前９時３０分～午後４時（最終受付
は午後３時３０分）場同館内ストラッ
クアウト、キックターゲット等のチ
ャレンジコーナー、平均台等のキッ
ズコーナー、射的、金魚すくい等の夏
まつりコーナー、共同制作

◇
問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～脳ト
レ・軽体操いきいき講習会
対市内在住、在勤、在学の
４０歳以上の方日８月２２日～１０月３１

日の火曜日（９月１９日を除く）、午後
２時～３時、８月２３日～１０月２５日の
水曜日、午前１０時３０分～１１時３０
分、各全１０回定各２０人（抽選）費各
３４００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、８月１日まで（消印有効）に同
館へ問同館☎７２０・０６１１
●小野路宿里山交流館
【①親子うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります対小・中学生とそ
の保護者（保護者１人につき、子ども
２人まで）日８月９日㈬午前１０時３０
分～正午定８組（申し込み順）費１組
１０００円（材料代）
【②夏休み子ども工作教室】
　小野路の竹を使って、竹とんぼや
水鉄砲など昔のおもちゃを作ります
／工作後、作品を使って遊ぶため、濡
れてもよい服装でおいでいただく
か、着替えをご用意下さい対小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）日８
月２２日㈫、２３日㈬、いずれも午前９
時３０分～正午定各１０人（申し込み
順）費１人５００円（材料費）

◇

申①７月２１日正午から②８月２日正
午からイベントダイヤル（☎７２４・５
６５６コード①１７０７２１Ａ②１７０８０２
Ａ）へ問同館☎８６０・４８３５
●野津田公園～月替わりのテーマで
体づくり　アクティブヨガ教室
対２０歳以上の方日①８月１日、８日、
２２日②９月５日、１２日、１９日③１０月
１０日、１７日、２４日、いずれも午前１０
時１５分～１１時４５分、各全３回定各
１２人（申し込み順）費各１５００円申い
ずれも電話で同公園管理事務所（☎
７３６・３１３１、受付時間＝午前９時～
午後５時）へ
●相原中央公園～美大生の「夏休み
工作教室」
対市内在住、在学の小学生日７月３０
日㈰午前１０時～午後２時３０分ごろ
（雨天実施）場同公園内牛乳パックを
利用したコマ、ブーメラン、風車、ペ
ットボトル水鉄砲を作って遊ぶ講多
摩美術大学生、東京造形大学生定３０
人（申し込み順）費３００円申７月２４日
までに電話で同公園管理事務所（☎
７７２・１４４９、受付時間＝午前９時～
午後８時）へ

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時
～午後5時）、16日＝稲垣耳鼻咽喉科
医院（☎722・3115、原町田6－22－
15）、17日＝川野医院（☎726・
7673、森野1－11－9）、23日＝耳鼻
咽喉科・アレルギー科のぶクリニッ
ク（☎737・1187、能ヶ谷1－5－8）

救急車を呼ぶべきか迷ったら

東京消防庁
救急相談センター
♯7119または
☎042・521・2323

24時間365日

急病のときは ※いずれの機関も受診する前に必ず電話をして下さい。
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
他の医療機関につなげる場合があります。

本紙に掲載している、夜間・休日診療
情報等を配信しています。
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●町田市医師会休日・準夜急患こど
もクリニック（小児科）（日中帯の受け
付け：日曜日、祝休日の午前9時～午後
4時30分〔電話受付は午前8時45分か
ら〕、準夜帯の受け付け：毎日の午後7
時～9時30分〔電話受付は午後6時か
ら〕）＝健康福祉会館内☎710・0927
●町田市歯科医師会休日応急歯科・
障がい者歯科診療所　休日応急歯科
診療（日曜日、祝休日）、障がい者歯科
診療（水・木曜日〔祝休日を除く〕）、い
ずれも午前9時～午後5時、受け付け
は午後4時30分まで（予約制）＝健康
福祉会館内☎725・2225

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所
15日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

16日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 玉川クリニック ☎７２５・８２０７ 玉川学園７-５-６
内科 なかの整形外科・内科 ☎７３７・３６６９ 能ヶ谷１-５-８
内科 中村クリニック ☎７９２・００３３ 木曽東３-２０-２８

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系 おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

17日㈷

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 栄山医院 ☎７２２・７４３０ 金森２-２５-３０
内科 田村胃腸科・内科クリニック ☎７３５・５６６７ 能ヶ谷２-１２-６
内科 おやま内科クリニック ☎８６０・０３２６ 小山町２３３-１

午前９時～翌朝９時
内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

外科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

18日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
19日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
20日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 ふれあい町田ホスピタル ☎７９８・１１２１ 小山ヶ丘１-３-８
21日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
22日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

23日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 さぬき診療所 ☎７０６・８７６６ 小川２-２５-１４
内科 薬師台おはなぽっぽクリニック ☎７３７・７３７３ 薬師台１-２５-１２
内科 Ｄｒ．はん診療所 ☎７８９・７２７０ 図師町１７８２

午前９時～翌朝９時
内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

外科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

24日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１
25日㈫ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
26日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
27日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１
28日㈮ 午後７時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３
29日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

30日㈰

午前９時～午後５時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック ☎７１０・０９２７ 健康福祉会館内(左地図参照）
内科 鹿島内科クリニック ☎７１０・１８００ 金森東１-２５-２９
内科 町田エールクリニック ☎７３９・５５３３ 中町１-９-２２
内科 学園ハートクリニック ☎７２５・８４６８ 玉川学園１-２１-１５

午前９時～翌朝９時
内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

外科系 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７
町田市民病院 ☎７２２・２２３０ 旭町２-１５-４１

31日㈪ 午後７時～翌朝８時 内科系 多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１


