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詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

●町田市民文学館☎７３９・３４２０
【ことばであそぼう！３・４歳児あつまれ！】
対３・４歳児とその保護者日７月１４日
㈯午前１０時３０分～１１時４０分場同
館２階大会議室内童謡とわらべ唄、
紙芝居等上演桃の木工房
【木版でつくる食いしんぼう暑中見
舞いはがき！】
対小学生日７月２８日㈯午前１０時～
正午場同館内木版画で暑中見舞いの
はがきを作る講彦坂木版工房・彦坂
有紀氏、もりといずみ氏定２０人（申
し込み順）費５００円申７月３日午前９
時から電話で同館へ
●ひなた村☎７２２・５７３６
【ひなた村シアター】
日７月１４日㈯午前１０時３０分～１１時
３０分場ひなた村第１レクルーム内「夏
だ！昆虫大集合！！」「３丁目物語　夏」
【糸のこ教室】
　初心者も歓迎です対市内在住、在
勤、在学の小学２年生～１８歳の方（小
学２年生は保護者同伴）日７月２１日
㈯午後２時～４時内電動糸のこ盤を
使って木のおもちゃ作り講町田糸鋸
の会定１０人（申し込み順）費３００円
（糸のこ１台につき）申７月１日午前
１０時から電話でひなた村へ
【科学クラブ～“ぷち”セミのいきかた】
対市内在住、在学、在園の５歳～小学
生とその保護者（小学生は子どもの

みの参加も可）日７月２９日㈰午前１０
時～正午内土の中や羽化時のセミの
動画視聴、「セミのいきかた」ノート
作り、世界最大のセミの標本を用い
た学習等講（公財）神奈川科学技術ア
カデミー・有賀文章氏、まちだ実験し
隊定２０人（申し込み順）費３００円申７
月１日午前１０時から電話でひなた村
へ
【ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日８月４日㈯午前１０時～午後３
時内ピザ作りをしながらドラム缶ピザ
窯の使い方を学ぶ（受講者には、今後
ピザ窯の利用ができる修了証を交付）
定２０人（申し込み順）費４００円申７月
１日午前１０時から電話でひなた村へ
【夏休みチャレンジ教室】
対①③市内在住、在勤、在学の小学３
年生～１８歳の方②市内在住、在学の
小・中学生日①７月２５日㈬午前１１時
～午後３時②７月２６日㈭午後１時３０
分～３時③７月２７日㈮午後１時３０分
～３時３０分内①編み込みうちわを作
ろう②ジェルキャンドルを作ろう③
七宝焼アクセサリーを作ろう定①
１５人②③２０人（①③申し込み順②
抽選）費①２００円②７００円③１０００
円程度（選ぶ素材による）申①③７月
１日午前１０時から電話でひなた村へ
②往復ハガキに教室名・住所・氏名

（ふりがな）・電話番号・学年・市外在
住の方は学校名、返信用にも宛先を
明記し、７月１４日まで（必着）にひな
た村（〒１９４－００３２、本町田２８６３）
へ／締切日以降定員に空きがあれば
電話で受け付けます
●３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
【リサイクルガラス砂絵教室】
　研磨された安全なリサイクルガラ
ス砂を使用します対市内在住の小学
生とその保護者（小学生１人につき
保護者１人まで、小学生のみでの参
加も可）日７月２１日㈯午前１０時３０
分～午後０時３０分場子どもセンター
まあち定３０人（申し込み順）申代表
者の住所・電話番号・参加者全員の氏
名・学年を明示し、７月３日正午～１７
日にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１８０７０３Ｄへ
（申し込みは保護者を含む４人まで）
【バスでめぐり、見て学べる！～リサ
イクル施設見学ツアー】
対市内在住の小学生以上の方（小学
生は保護者同伴）日８月１６日㈭午前
８時３０分～午後５時ごろ、集合は町
田ターミナルプラザ、解散は町田駅
周辺内（株）リーテム東京工場と中央
防波堤外側処分場・内側埋立地清掃
関連施設を見学し、資源の行方やリ
サイクルの大切さを学ぶ定４０人（申
し込み順）／昼食代は自己負担です

申代表者の住所・電話番号・参加者全
員の氏名・年齢を明示し、７月４日正
午～８月１日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
１８０７０４Ｇへ（申し込みは４人まで）
●保健予防課☎７２２・７９９６
【親子クッキング～豆腐でしっとり！
とうふスコーンを作ろう】
対市内在住の４歳以上の未就学児と
その保護者日７月２７日㈮午後１時１０
分～３時４０分場健康福祉会館内スポ
ーツトレーナーの指導のもと親子で
遊びながら運動、おやつ作り定２０組
（申し込み順）申７月３日正午～１８日
にイベントダイヤル（☎７２４・５６５６）
またはイベシスコード１８０７０３Ｇへ
●大地沢青少年センター☎７８２・３８００
【夏の子どもキャンプ】
対市内在住、在学の小学４～６年生日
８月１日㈬午前９時～２日㈭午後３時
３０分、１泊２日場同センター内テン
トに宿泊し、野外炊事や自然散策を
楽しむ定４０人（抽選）費２０００円申ハ
ガキに住所・氏名（ふりがな）・電話番
号・学年・性別・送迎バス利用の有無
を明記し、７月１３日まで（必着）に大
地沢青少年センター（〒１９４－
０２１１、相原町５３０７－２）へ（グルー
プ単位で申し込みも可）／両日とも
相原駅西口～同センター間の送迎バ
スを運行します

子どもの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、町田市ホームページをご覧下さい。

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。

登録はこちらから▶ スマホ版QRコード 携帯電話版QRコード

町田市メール配信サービス

診療日 診療時間 診療科 医療機関名 電　話 住　所

１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 町田エールクリニック ☎７３９・５５３３ 中町１-９-２２
内科 鶴川台ウィメンズクリニック ☎７３７・１１０３ 真光寺２-３７-７
内科、
小児科 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 町田慶泉病院 ☎７９５・１６６８ 南町田２-１-４７

外科系
南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
多摩丘陵病院 ☎７９７・１５１１ 下小山田町１４９１

２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
３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
４日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
５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
６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
７日㈯ 午後１時～翌朝８時 内科系 あけぼの病院 ☎７２８・１１１１ 中町１-２３-３

８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 なるせ内科・胃腸のクリニック ☎７１０・６１５５ 南成瀬４-２-３５
内科 飯田内科クリニック ☎７２５・３８０１ 森野１-３３-１２
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 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１

外科系
おか脳神経外科 ☎７９８・７３３７ 根岸町１００９-４
町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３

９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
１０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
１１日㈬ 午後７時～翌朝８時 内科系 南町田病院 ☎７９９・６１６１ 鶴間４-４-１
１２日㈭ 午後７時～翌朝８時 内科系 町田病院 ☎７８９・０５０２ 木曽東４-２１-４３
１３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
１４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

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、1日＝あいの耳鼻咽喉科医院
（☎725・1108、木曽町499-15）

●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
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