凡例

対 対象

日 日時

場 会場

内 内容

講 講師

子どものイベントカレンダー
●ひなた村☎７２２・５７３６
【①ひなた村シアター】
日１０月２７日㈯午前１０時３０分～１１
時３０分場ひなた村第１レクリエーシ
ョンルーム内「くずの葉ぎつね」
「く
まと車掌」
「小さなバイキングビッケ
～世界で最初の消防隊～」
【②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１０月２０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定１０人（申
し込み順）費３００円（糸のこ１台につ
き）
【③ひなた村科学クラブ“ぷち”～音
ってなんだ？】
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１０月２８日㈰午前
１０時～正午講まちだ実験し隊定２０
人
（申し込み順）
費３００円
【④ピザ窯講習会】
対市内在住、在勤、在学の１６歳以上
の方日１１月３日㈷午前１０時～午後３
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町田市メール配信サービス

本紙に掲載している、夜間・休日診療
※救急措置・応急処置を行います。専門的治療については、
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他の医療機関につなげる場合があります。
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診療時間

診療科

医療機関名

内科系 町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

3日㈬ 午後7時～翌朝8時

内科系 町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

4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

5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

6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

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、 とくとみ内科消化器科医院
小児科

☎729・1616 南成瀬1-19-4

午前9時～午後5時
7日㈰
午前9時～翌朝9時

午前9時～午後5時
8日㈷

内科

川口内科クリニック

☎725・6206 中町1-30-24

内科

西村内科

☎793・2677 根岸2-33-3

外科系

午前9時～翌朝9時

☎722・2230 旭町2-15-41

町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

多摩丘陵病院

☎797・1511 下小山田町1491
☎710・0927 健康福祉会館内（左地図参照）

内科

成田クリニック

☎795・1281 成瀬が丘2-23-16

内科

たまがわ医院

☎720・3888 玉川学園4-16-40

内科

南東京ハートクリニック

☎789・8100 木曽西2-18-12

内科系 多摩丘陵病院
外科系

☎797・1511 下小山田町1491

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

内科系 町田慶泉病院

☎795・1668 南町田2-1-47

10日㈬ 午後7時～翌朝8時

内科系 南町田病院

☎799・6161 鶴間4-4-1

11日㈭ 午後7時～翌朝8時

内科系 町田病院

☎789・0502 木曽東4-21-43

12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

13日㈯ 午後1時～翌朝8時

内科系 町田市民病院

☎722・2230 旭町2-15-41

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）

ひ ま わ り

午前9時～午後5時

24時間365日

14日㈰

内科

大村内科医院

☎721・2001 成瀬台3-8-4

内科

増子クリニック

☎735・1499 能ヶ谷7-11-5

内科

ちょう内科医院

☎729・5341 本町田2938-1

内科系 南町田病院

午前９時～午後11時

または☎03・5285・8898

所

2日㈫ 午後7時～翌朝8時

☎03・5272・0303

＃８０００

住

☎797・1511 下小山田町1491

東京都医療機関案内サービス

子供の健康相談室
（東京都）
☎ 小児救急相談
月～金曜日 午後６時～午後11時

話

内科系 多摩丘陵病院

9日㈫ 午後7時～翌朝8時

東京都内の救急当番病院などの
お問い合わせ

電

1日㈪ 午後7時～翌朝8時

小児科 休日・準夜急患こどもクリニック

または☎042・521・2323

●大地沢青少年センター☎７８２・
３８００
【森林体験塾Ⅰ】
対市内在住、在学の小・中学生の親子
日１０月２８日㈰午前１０時～午後３時
／JR横浜線相原駅西口～同センタ
ー間の無料送迎バスを運行場同セン
ター内山林整備や木工作を通して里
山暮らしを学ぶ講大戸源流森の会定
３０人（申し込み順）費１人４００円申
１０月１日午前９時から電話で同セン
ターへ
●文化振興課☎７２４・２１８４
【町田市文化プログラム～小学生向け
水彩画ワークショップ 秋を描こう！】
対小学生日１１月３日㈷午前１０時～
午後０時３０分場生涯学習センター内
水彩絵の具を使って秋のモチーフを
描く／額にも自分で色付けし、描い
た絵を入れて持ち帰ることができま
す講アトリエ一番坂・林絵美氏定１５
人（申し込み順）費５００円申１０月３日
正午～３１日にイベントダイヤル（☎
７２４・５６５６）またはイベシスコード
１８１００３Ｂへ

卵が割れない作品を作って競う大会
です／卵が割れない作品を作った方
には賞状を授与します対市内在住、
在学の小学２年生～中学生内支給さ
れた材料（紙等）で卵を入れる作品を
作る定１００人（抽選）
◇
申①直接会場へ②③④１０月１日午前
１０時から電話でひなた村へ⑤往復
ハガキに講座名・住所・氏名（ふりが
な）
・電話番号・学校名・学年・一輪車
の有無、返信用にも宛先を明記し、
１０月１５日まで（必着）にひなた村
（〒１９４－００３２、本町田２８６３）へ⑥
直接会場へ／たまご落としコンテス
ト参加希望者は、ハガキに住所・氏名
（ふりがな）
・電話番号・性別・学校名
・学年を明記し、１０月１０日まで（消
印有効）にひなた村子どもチャレン
ジフェスティバル実行委員会事務局
（〒１９４－００３２、本町田２８６３、町田
市少年少女発明クラブ内、☎７２８・
１５０４）へ／②は、１０月１３日以降定
員に空きがあれば１９歳以上の方も
電話で受け付けます

内科系 町田市民病院

●休日耳鼻咽喉科急患診療（午前9時～
午後5時）、7日＝まちだ耳鼻咽喉科（☎
794・6108、木曽西2-17-26）
、8日＝川
、
野医院
（☎726・7673、森野1-11-9）
14日＝あいの耳鼻咽喉科医院
（☎725・
1108、
木曽町499-15）
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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。

至町田

土・日曜日・祝休日・年末年始

申 申し込み

まる

至金森

至旭町

町田街道

健康福祉
会館

費 費用

時内ドラム缶ピザ窯の使い方を学ぶ
（受講者に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
【⑤一輪車でスイスイスイ】
対市内在住、在学の全回参加できる
小学２～６年生の初心者日１１月１０日
～２０１９年３月２日の原則月２回土曜
日、午後１時３０分～３時３０分、全９回
講
（公社）日本一輪車協会公認指導員
・遠藤武氏定２０人（初参加者を優先
のうえ、抽選）
【⑥ひなた村子どもチャレンジフェ
スティバル】
町田市少年少女発明クラブのほ
か、市内の８団体・個人が実行委員会
方式で「まちだ○ ごと大作戦１８－
２０」の一環として実施します日１０
月２１日㈰午前９時３０分～午後４時場
ひなた村内たまご落としコンテス
ト、子どものための防災イベント、町
田市の名産品の紹介と販売、町田市
制６０周年クイズ等
○たまご落としコンテスト参加者募集
ひなた村の橋の上から落としても

急病のときは
●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

定 定員

午前9時～翌朝9時

外科系

☎799・6161 鶴間4-4-1

おか脳神経外科

☎798・7337 根岸町1009-4

あけぼの病院

☎728・1111 中町1-23-3

日・場 10月10日㈬、
午後4時～11時＝金森湯
（☎796・5926）
、午後2時～11時＝大蔵湯
（☎723・5664） 問 産業政策課☎724・3296

